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県運だより

コーラスワークショップinひろしま開催近づく

前回のアカベラでもお知 らせいたしましたよ
うに、広島県合唱連盟が担当する来年度のコー

ラスワークショップは、「世代と国境をつなぐ
コーラス」 をメインテーマに、JMSア ステー

ルプラザを中心会場として、 5月 3日 ～5日 に
開催いたします。来年度で28回目となるコーラ
スワークショップ (以下 CWS)は 、「ゴールデ
ンウィークを合唱漬けで」を合い言葉に、1990
年にスター トした全国規模の講習会です。広島
では、すでに92年にCWSを行っていますので、
2回 目の開催 となります。
今回の講師の先生方について今一度お知 らせ

いたします。(敬称略)特別講師として、スウェー

デンからスティーブ0ドブロゴス、講師として、
合唱指揮者の大谷研二、清水敬一、辻秀幸、本
山秀毅、松村努、声楽家の波多野睦美の先生方
においで頂きます。
先生方には、合わせて20を越える講座を担当

して頂きます。先生方の講座の内容については、
全日本合唱連盟または、広島県合唱連盟のホー

ムベージに概要 ・募集要項を、また、前回のア
カベラにも概要を掲載 しておりますので、そち
らをご覧 ください。個人的感想ですが、過去何
度か参加 して、講師の先生方の講座がとても楽
しく、有意義なもので、合唱活動を続ける上で
の指針をたくさん示 して頂きましたので、今回
の CWSも とても楽 しみです。

また、第2日の5月 4日には、エリザベ ト音
楽大学セシリアホールで 「世代と国境をつなぐ
スペシャルコンサート」を開催いたします。ア
メリカと韓国から来て頂いた合唱団の演奏、講
師の波多野睦美先生のソロ ・ステージ、広島の
神楽と児童合唱の共演、エリザベ トシンガーズ

(指揮 :大谷研二先生 0ピアノ :S・ ドブロゴ
ス先生)に よる信長貴富作品の初演、特別混声
合唱団 (指揮 :清水敬一、ある 0ぽっきり 0カ

ン トライ)な ど、講師の先生方と地元合唱団の

共演 0招待合唱団の演奏は、聴き逃すことがで
きないものと思います。
講座やコンサー トの申し込みは" 3月 1日 か

ら31日までとなっております。CWSの内容や申
し込み方法など詳細は前記 HPに 掲載 しており
ますので、そちらをご覧 ください。
広島県合唱連盟の多 くの方のご参加をお待ち

しております。

副理事長 福 原泰弘

鍮1訃黎鐸軒1鶉

広島県合唱連盟事務局
〒732-0006

広島市東区戸坂桜西町5-20

岩崎美保子 内
Tel :080-1913-5943
Fax :082-205-4958
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第2回 総会報告と30年度春季総会のご案内
1月 21日(日)広島市中央公民館ホールにおいて平

成29年度第 2回 総会 を開催 しました。平成30年度
総会に先立つ役員改選のための 2年 に 1度 の今回
の総会では次の審議が成 され承認されました。

①平成29年度事業報告
②役員改選

③平成30年度事業計画案 (説明のみ)

また、30年度の特別事業 「第28回コーラスワー

クショップinひろしま」、その一環である 「世代
と国境 をつなぐスペシャルコンサー ト2018 in
Hiroshima」について谷理事長から詳しい説明がな
されました。恒例の加盟合唱団からの告知、広島
市文化協会からのお知らせを行い閉会となりまし
た。平成30031年度役員は右表のように決定しま
した。

平成30年度総会は4月 15日(日)午後 2時 からRCC

文 化 セ ン タ ー会 議 室712(広 島 市 中 区橋 本 町

5‐11)で 開催 します。総会では29年度決算報告な

らびに30年度事業計画 ・予算案の審議 を頂きます。

広島の合唱界の向上 と発展のためのご意見 を期待

します。 コーラスワークショップの最新情報 もお

伝 えできるのではないかと思います。ご期待 くだ

さい。尚、加盟申込の手続 きは3月 末 までの書類

提出、5月 末までの加盟費納入で完了いたします。

総会の出欠の葉書返信 も含めて、お忘れなきよう

御手配 ください。 また、新規加盟希望の団体につ

いての御情報は県合唱連盟事務局 まで御―報 くだ

さい。

事務局長 岩 崎美保子
平成30031年度広島県合唱連盟役員

混声合唱さくら (廿日市市)藤 咲真介
私の中学高校時代は吹奏楽コンクールに参加

していましたが、会をつつがなく進める為に大
変な準備をして下さっていた先輩方がいたのだ

と、合唱連盟の裏方の仕事を通 して改めて気づ

く事が出来ました。その頃は金賞にしか興味が

無かった自分を反省すると同時に、熱い感謝の

想いが溢れてきました。皆様の温かい支えのお

陰で私も少 し先輩方の仲間入りをさせて頂けた

ようで幸せな6年 間でした。有り難うございま

した。

名誉会長 内田 陽―郎

顧 問

山本 定 男

山岸 靖

大 上 義輝

門野 光伸

理事長 ・中国合唱連盟理事 谷 千鶴子 広島ジュニアコーラス

副理事長・中国合唱連盟理事 福原 泰弘 合唱団ある

副理事長 寺沢 希 学識経験者

副理事長 竹 本 輝 男 学識経験者

事務局長 岩崎 美保子 フェミニンコール広島

おかあさん
コーラス部

部長 檜谷 守 広島オルフェオン

冨J音5J島久保 京子 広島中央合唱団

コンクール部
部長 渡部 展 至 Men℃Vocal Ensemble“寺漢

"

冨J音5J展竹本 茂敏 Kammerchor "Hiroshima Kantorei"

フェスティバル部
部長 三浦 孝 広島市役所合唱団

冨J音5J轟も'りてつや。コール ・卜ロイメン

研修部
部長 金 子 則 子 マミーシャンテ

副部長 石井 翔太郎 ノートルダム清心中学校音楽部

声楽アンサンブル部
部長 原田 典枝 ぱすてるもとおん

冨J音5J展岡村 要 安田女子高等学校音楽部

/ \ -  t :  - *B 部長 平 野 芳子 コーロ ・ナ トゥラーレ

県東部地区担当 奥野 紀子
福山暁の星女子中学 ・

高等学校コーロステルラ

呉地区担当 清 水 路 子 コール ・インウイ

事務局次長

河野 迪子 学識経験者

谷 信義 混声合唱団 「銀の鈴」

大石 啓造 マツダ合唱団

三田 彩加 ヴォーカルアンサンブル凛

監事
三上 和イ申 フラウエンコール布野

荒木 清希 コール ・ロマンツェ
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広島県合唱コンクール開催のお知らせ♪
コンクール部長 渡 部展至

平成30年度、第57回広島県合唱コンクールを
下記のとおり開催 します。開催要項、参加要項
および参加申込書は4月 15日(日)開催の広島県合
唱連盟総会にて加盟団体に配布するとともに連
盟ホームページにも掲載します。
今回は、広島市にて開催 します。皆様の奮っ

てのご参加を心よりお待ちしています。
言已

日時 :平成30年8月 11日 (土。山の日)
10時00分開演～17時00分終演予定

会場 :広島市安佐南区民文化センターホール

部門および編成区分 :

◆小学校部門 8名 以上

◆中学校部門

①混声合唱の部 8名 以上

②同声合唱の部 8名 以上

◆高等学校部門
①Aグ ループ (小編成の部)8名 以上32名以下
②Bグ ループ (大編成の部)33名以上

◆大学職場一般部門

①大学ユース合唱の部 8名 以上 (28歳以下):

第12回ヴォーカルアンサンブルコンテストに
思 うこと  声 楽アンサンブル部長 原 田典枝

1月 14日(日)エリザベ ト音楽大学セシリアホー

ルでは朝からアンサンブルの響きを楽 しみにし
て集われた皆様が天候にも恵まれ無事にご参
加、コンテス トも爽やかに開催することができ
ました。新春をスター トするには本当に幸せな
ひとときであったと思います。

日頃より時を分かち合い、音楽を感 じ合う仲

間との演奏は個性に溢れアンサンブルのハーモ
ニーには強い絆や阿昨の呼吸を感じます。出演
の世代は小学生から大人までと幅広いですがそ
の声質と曲奏に各々の愛の形が感 じられます。

今回出演された団体の中に早逝されたお仲間
を思ってその方との思い出の曲を演奏されたグ
ループがあり、心を込めた素敵な演奏を披露さ
れ会場中に響き渡りました。

更に、吹奏楽部からの出演もあり、次第にア

ンサンブルコンテス トの特色ある取り組みが根

付いて行っていることを実感 しております。

参加団体、また当日運営に当たってくださっ
た皆さま、エリザベ ト音楽大学のご支援等、ど

れもが必要なアンサンブルの一員としてご協力

くださり喜ばしく開催できたことを感謝申し上

げます。

貴食員ひ̀慾称略、順不同):
清原 浩 斗 合 唱指揮者 0全 日本合唱連盟常務

6名 以上24名以下

8名 以上

8名 以上

理事

合唱指揮者 ・全日本合唱連盟中部
支部長

合唱指揮者 0神奈川県合唱連盟

理事長

合唱指揮者

6月 15日lel必着
7月 1日(日)14:00-16:00

②室内合唱の部
③混声合唱の部
④同声合唱の部

長各 i質土

霧詩 雰

面米 哲 乏

申込締切 :

説明会 :

安佐南区民文化センター大会議室

問合せ :渡部展至 丁EL&FAX 082-233-9682

(携帯)090-7991-3086
E‐mail:duke口ducks@s9.dion.ne口jp

第12回ヴォーカルアンサンブル ・コンテストhひ ろしま受賞結果

安田学園安田女子高等学校音楽部ころころコロッケーず(ジュニア&中高生部門)

Ment Vocal Ensemble‖ 寺漢
"(室

内合唱&重 唱部門)
呉港高等学校ブラスバンド部 (ジュニア&中 高生部門)

猪名川グリークラブ
コール ・ビビッド

鶴学園なぎさ公園小学校合唱クラブAチ ーム

尾道市立栗原小学校栗りん

広島市立職町小学校合唱クラブBチ ーム
ノー トルダム清心中 ・高等学校合唱部すみれ
ノー トルダム清心中 ・高等学校合唱部れんげ
26

スターボーイズ

ヴォーカルアンサンブル凛

ザ ・メイプルメイツ
コーラスグループ☆ベガ

広島大学合唱団 (28029)
コーラスグループ ラ♪ドルチェ

合唱団うたがき

広島市役所合唱団

広島市立峨町小学校合唱クラブAチ ーム

広島市立東野小学校合唱クラブ東野コン 0ブ リオ

鶴学園なぎさ公園小学校合唱クラブBチ ーム

尾道市立栗原小学校マロン

広島大学附属中高合唱班グリーン

ノー トルダム清心中 0高等学校合唱部ききょう
広島大学附属中高合唱班オリーブ
コーロ・ステルラ (福山暁の星女子中学 0高等学校)
広島市立舟入高等学校音楽部

山陽女学園高等部コーラス部
安田学園安田女子高等学校音楽部 Lemonade

Ensemble Furuchika

鶴学園なぎさ公園小学校合唱クラブAチ ーム (小学生部門)

コーラスグループラ♪ドルチェ (清水先生選出)
コーラスグループ☆ベガ (羽山先生選出)
コーロ・ステルラ(福山暁の星女子中学・高等学校)(佐 木々先生選出)
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◆安田学園安田女子高等学校音楽部 スプリン
グコンサート

▽日日寺: 3月24日l■114日寺
▽場所 :安田リヨウ記念講堂(白島キャンパス内)
▽入場料 :無料
▽曲目 :信長貴富 作品集
▽賛助出演 :安田女子中学校合唱部、音楽部 OG

◆コール ・トロイメン30周年記念コンサー ト
▽日日寺:4月 22日(日)13日寺30分

▽場所 :呉市文化ホール

▽入場料 :1,000円

▽曲目 :卜 ロイメン 0ス トーリー、女声合唱曲

集「うたをうたうとき」、ポウプスステージ他

◆第23回ひらのファミリーコーラスコンサート
▽日日寺: 4月22日(日)13日寺45分
▽場所 :広島市南区民文化センターホール

▽入場料 :無料
▽出演 :大竹女声合唱団、コーロ ・デ ・ヒラソ

ル、コーロ 0ナ トゥラーレ、コールマイン黒

瀬、他全12団体

◆コール・ブルーメ第11回演奏会
▽日日寺: 4月 28日l■114日寺
▽場所 :広島県民文化センターホール
▽入場料 :900円

▽曲目 :女声合唱組曲 「黙礼」、女声合唱のた
めの唱歌メドレー 「ふるさとの四季」、女声
合唱のための 「三つの抒情」他

◆東広島児童合唱団第37回定期演奏会
▽日時 :4月 29日(日0祝)14時
▽場所 :広島大学サタケメモリアルホール

▽入場料 :800円

▽曲目:童謡メドレー、ミュージカル「アラジン」他

◆ハワイ州ユース合唱団 HEARTSロ ビー

コンサート
▽日日寺: 5月 3日 (木・祝)15日寺
▽場所 :広島県立美術館 1階 ロビー

▽入場料 :無料

◆広島市役所合唱団第27回定期演奏会
▽日時 :5月27日lE)14時
▽場所 :広島市南区民文化センターホール

▽入場料 :800円

▽曲目 :男声合唱組曲 「柳河風俗詩 。第二」、

W口Byrd作曲 「3声のミサ曲」よりGlo百a他

◆廿日市市市制施行30周年記念第12回廿日市
市合唱祭

▽ 日日寺:6月 10日(日)11日寺  ‐

▽場所 :は つかいち文化ホール さくらびあ大

ホール

▽入場料 :無料
▽出演 :廿日市市内の27団体の合唱団

◆合唱団ある第32回定期演奏会
▽ 日時 :7月 7日 l■118時30分
▽場所 :JMSア ステールプラザ 大ホール

▽入場料 :1,000円 (中学生以下入場無料 )
▽曲目:「祈り」の情景～日本と世界の各地か

ら～、混声合唱組曲 「あさくら讃歌」、信長
貴宮の合唱曲他

◆広島メンネルコール第48回定期演奏会
▽日日寺: 7月 8日 (日)14日寺
▽場所 :JMSア ステールプラザ大ホール

▽入場料 :1,000円

▽曲 目 :男 声合唱のための ヒッ トメ ドレー

「COLORS」、男声合唱組曲 「わがふるき日

のうた」、男声合唱組曲 「永久二」他

◆第53回広島中央合唱団定期演奏会
▽日時 :7月 16日(月・祝)14日寺

▽場所 :安芸区民文化センター

▽入場料 :900円、学生600円 (中学生以下無料)
▽曲目 :メンデルスゾーン作曲オラトリオエリア

より、スティーブ・ドブロコス作曲「SUI丁E
ROMAN丁IQUE」、高田二郎作曲「内なる遠さ」他

▽広報担当連絡先▽

〒730-0852 広島市中区猫屋町3‐24‐1404

広島県合唱連盟広報担当 大 石啓造

TEL&FAX:082-297-1181 E‐ma:l:oishik@mac口com


