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第15回ヴォーカル ・アンサンブル ・コンテストinひろしま開催

2020年、想定外のウィルス感染症拡大により

合唱を愛する仲間違には厳 しい時間が流れてい

ます。

しかし第15回アンコンは何 とか皆様の目当て

となり声を合わせる喜びを未来に繋げるために

も、新 しい試みで動画エン トリーによる予選、

更に2021年1月 17日にはエリザベ ト音楽大学セ

シリアホールにての本選を開催することにいた

しました。

参加団体31団体を得て、12月7日 には予選動

画エン トリー受付を完了することが出来ました。

各団体の取り組みに感謝すると同時に画面越

しに其々の歌への情熱を感 じ、その想いに共感

できたアンコン部でした。

審査終了後本選に向かっては感染症拡大が終

息に向かい、素敵なホールでの開催が無事に出

来ますように祈っています。

開催にあたり皆さま方のご理解ご協力に感謝

しています。皆様も是非お身体ご自愛 ください

ますように。

さぁ♪いよいよ1月 は皆様でアンコン本選の

応援宜 しくお願いします !

声楽アンサンブル部長 原 田典枝

第15回ヴォーカル0アンサンブル・コンテストinひろしま参加団体

女声合唱団のはら

2 スターボーイズ

3 コーラスグループラ♪ドルチェ

4 広島大学付属中 ・高等学校合唱班

5 コーロ☆ステルラ(福山暁の星女子中学0高等学校)

6 ぺ こぽ

広島市立牛田小学校合唱部 大 わしチーム

2 広島市立牛田小学校合唱部 に じチーム

3 広島市立牛田小学校合唱部 歌 声チーム

4 広島市立南観音小学校合唱クラブ

5 広島市立神崎小学校合唱クラブ

6 広島市立東野小学校合唱クラブ 東 野コン・ブリオ

7 なぎさ公園小学校合唱クラブAチ ーム

ノー トルダム清心中学校音楽部 チ ームコロッケ

2 ノー トルダム清心中学校音楽部 大 根坂24

3 ノー トルダム清心高等学校合唱部

4 安田女子中学校合唱部 Smile

5 安田女子中学校合唱部 Sunflower

6 安田女子中学校合唱部 Mars

7 山陽女学園高等部コーラス部

8 比治山女子高等学校合唱部

9 なぎさ公園小学校合唱クラブBチ ーム

広島なぎさ中学校・高等学校合唱部「きゃろっと」

広島なぎさ中学校・高等学校合唱部「ぐらたん」

呉港高等学校ブラスバン ド部

ひろ しま。みらい合唱団

2 萬斎

3 合唱団うたがき

4 男声ボーカルアンサンブル Shr:ke

5 コール・ぴえん

6 広島なぎさ高等学校合唱部「まかろに」

昨年度大会の表彰式

昨年度大会グランプリ 「萬斎」の演奏
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～合唱(うた)集中 !「ぜんぶ」の呼吸で夢描く～ 研修部長 竹 本 茂 敏

2020年度広島県合唱連盟合唱講習会のご案内

「2020年度広島県合唱連盟合唱講習会」 を
2021年2月 6日 l■l、7日 国の2日 間に亘り開催
致 します。講師には、指揮者、作曲家として日
本国内のみならず、海外でも活躍されている、
相澤直人先生をお迎えします。

相澤先生は2019年のコーラスワークショップ
in旭川において、コンクール課題曲を使 った

講座で指導されました。中高生のみならず幅広
い世代から人気のある音楽家です。

今回は、相澤先生の代表曲のひとつ、『ぜんぶ』
をテキス トとして、合唱講習会、指導者講習会
を実施 します。日本語を美 しく扱うことをロオ旨
す相澤先生のエッセンスを

“
ぜんぶ

"吸
収しましょ

う。

また、コーラスクリニックは各合唱団で日ご

ろ取り組まれている曲を使って指導 していただ

きます。次の発表の場に向けて大きくステップ
アップできると思います。

今年度は新型コロナ感染拡大を受け、多 くの

合唱イベン トが中止を余儀なくされてきました
が、先日今年度初めての行事 として「合唱フェ
スティバルJを開催 し、多 くの方に喜んでいた

だきました。これからも歌うことを日常に取り

戻せるよう、県連としても主催行事を事故なく

開催 していきたいと思います。

皆様のご参加を心よりお待ちしています。詳

細については広島県合唱連盟 Webサ イ トをご覧
ください。

一合唱講習会一

■2月 6日 l■l JMSア ステールプラザ

オーケス トラ等練習場
13:30-15:00 合 唱講習会
15:30-16:20 コ ーラスクリニック 1団 体
17:00-18:30 指 導者講習会 (基礎編)

■2月 7日 個)JMSア ステールプラザ

大音楽室

10:30-12:20 コ ーラスクリニック 2団 体
13:20…16:20 指 導者講習会 (実践編)
講習曲 :『ぜんぶ～卒業式バージョン～』

問合せ先 研 修部長 竹 本茂敏 080-4171-5900

冨J音5:長  石井翔太良5 070-1875-9643

第34回おかあさんカンタートin広島

2021年7月 24日、25日に広島でおかあさんカ
ンター トが開催 されます。2018年のコーラス

ワークショップに引き続いての全国規模の行事
となります。テーマは「歌いに来んさい広島に、
みんなで輪になれ !歌になれ !」。講師は大谷

研二先生、松村努先生、清水雅彦先生、信長貴

富先生、青山恵子先生と超豪華 !!か つ今回は

今までにない企画を、とのことでいろいろ新 し
い試みを用意 しております。

今回のカンター トの目玉の講座はなんといっ
ても清水先生と信長先生による児童合唱と混声

合唱のための 『ゆずり葉の木の下で』。
おかあさんコーラスの裾野を広げるために子

供たち (=未 来のおかあさん)と 現在のおかあ

さん、そしてそこに超ベテランのおかあさんも

加わり3世 代の
“
おかあさん

"に
よる共演で曲を

作り上げる機会を持ちたいと思います。初日は

女声と児童、2日 目からゲス トの男声合唱団が

加わり本番に向けて仕上げていきます。ゲス ト

の男声合唱団は交渉中ですが関東の超人気の男

声合唱団●●●が有力。決まり次第発表いたし

ます。お楽 しみに。

副理事長 寺 沢希

他にはワークショップに引き続いて大谷先生
の合唱指揮マスタークラスを開催。青山先生に

は発声を中心とした講座を、信長先生には自作

を指揮 してもらう講座を、松村先生には女声合

唱、混声合唱の古今の名曲を講習 してもらう予

定です。

混声合唱講座では先ほどの●●●が再び登場

予定。声のイケメンの隣で混声合唱の名曲を楽
しみましょう。●●●はクロージングコンサー

トにも登場予定。いつもと違ったおかあさんカ
ンター トをお楽 しみいただけたらと思います。
なお信長先生、松村先生、清水先生、青山先

生にはコーラスクリニックもご担当いただきま

す。この機 を逃さず是非あなたも受講いただけ

ればと思います。広島で開催 されるおかあさん

カンター トを盛り上げるのはやはり地元、広島
の合唱団です。是非こぞってご参加 ください。

皆様のご参加を心待ちにしております。
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合唱人の力を試された 1年。そしてこれから…・

理事長 福 原泰弘

今、私たちは久 しく人類が経験 してなかった、

「コロナ禍」という歴史的大事件を目にし、その

猛成に襲われています。その猛威は今後もしば

らくは続 くのではないかと予想されています。

私たちはこの大事件によって得た(また得よう

としている)、合唱の場における感染症対策と

いう知恵を、合唱団だけのものとせず、みんな

で共有 し、記録 として保存 しておきましょう。

今回のことが終息 しても、私たちが獲得 した新

たなこの知恵は、若い世代のために保存 し、伝

えていくべきものだと考えるからです。

感染拡大以来、歌う場を見つけられずに、こ

こまで来ているグループも多いかと思います。

広島県合唱連盟は、皆さんとともに合唱の灯を

絶やすことなく、紡いでいきたいと、強く願っ

ています。一つ一つの行事を、これからも歌う

側 として、また、聴 く側 として参加 して頂き、

広島の合唱界を盛り上げて行 くことに力をお貸

しくだされば、「コロナ禍」で揺 らぐ灯も強 く支

えられるに違いありません。

また、来年度は広島県連60周年となります。

すでにお知 らせしましたように、60周年記念と

して、信長貴富先生に合唱曲を委嘱 しておりま

す。みんなで、手をつなぎ、未来に向かって心

を通わせることの出来る曲ができあがるに違い

ありません。私自身、曲の完成が待ち遠 しく、

心のわくわく感を押さえることが出来ないでい

ます。皆さんも楽 しみにしてください。

さらに、 4月 以降、何度か書いてきたことに

『「コロナ禍」が終息 したときには、みんなで歌

い合うことのできる場を創る。』ということがあ

ります。「コロナ」の終息はまだ見えてきません

が、このままじっと過ぎ去るのを待っていると、

合唱のほうが終息 して しまうという危機感か

ら、合唱祭のようなものを計画 しています。詳

細は今 しばらくお待ち頂きたいのですが、来年

度 4月 29日(木0祝)に、広島駅南回地下広場に

おいて、『春の♪まちかどコーラスふえすた』(春

♪ふぇす)と銘打って行います。合唱団による

演奏や、飛び入り参加形式の即席合唱団の名曲

演奏など、これまでにない形の行事を創って、

合唱人の強い絆と気概を、道行く人にご覧に入

れられればと思っています。どうぞ、4月 29日

を計画表にご記入ください。

「合唱フェステイバル2020」開催報告
フェスティバル部 三 浦  孝

池岡 夕 希

去る10月18日(日X広 島市の<JMSア ステール

プラザ大ホール>に て「広島県合唱フェスティ
バル2020」を開催致しました。

今年は4月 の新型コロナウイルス感染症緊急

事態宣言を受け、春から夏にかけさまざまな事

業が中止又は延期となりました。そのような中

でも、来年に向け一人一人が希望を持てるよう

なフェスティバルにしようという強い思いで実

施を決定 し、ようやく開催にたどり着 くことが

できました。

全日本合唱連盟の感染症拡大防止のガイ ドラ

イン等を参考に し、運営の徹底 (検温、換気、

マスク着用、消毒等)を図るため、何度も会議

を重ね、考えられる対策に漏れのないよう準備

して参りました。当日は不安と緊張でいっぱい

でしたが、演奏開始から子供たちの元気な声が

ホール全体に響 くと不安は吹き払われ、皆様の

久 しぶりのステージで歌を歌える喜びを1歯みし

めながら素晴らしい演奏を披露 していただき、

本当に感動 しました。合唱の楽 しさを改めて感

じる1日 でした。

今年はこのような状況にもかかわらず、20団

体 0約500名もの多 くの皆さまに参加 していた

だき本当にありがとうございました。また、大

会を支えて下さったスタッフの方々のご尽力に

より無事終えることができました。この場をお

借りして、心より感謝致 します。また、講評委

員を引き受けて下さいました菅野正美先生、坂

本雅代先生、平野満先生、桂政子先生、長谷川

史先生、会場にお越 しいただいたお客様、(休

憩が長 くお辛かったと思います)そ して、会場

にお越 しできなくLⅣE配 信でお聴 きいただい

た方々、全ての方々に感謝申し上げます。

来年度の「広島県合唱フェスティバル2021」は

10月17日個X広 島市<上 野学園ホール>で 開催

致 します。是非、ご参加下さいますようお願い

致 します。
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広島の底力が支えた平和と希望のコンサー トⅢ

実行委員長 谷  千 鶴子

2012年以来、各界の文化を担う方々と実行委

員会を組織 して私たちは様々な国際交流の音楽

事業を展開 して来た。2014年NY国 連本部での

平和と希望のコンサー ト、2015年被爆70周年に

国連合唱団を迎えて平和と希望のコンサー トⅡ。

平和と希望のコンサー トⅢは2019年度県連理

事会から議題に上げ、準備を進めてきた。広島

市の要請ではなのわ2020とBeyond2020の関連

事業の準備、合唱団員募集も含めて市政記者ク

ラブでの発表等、6月 7日 の JMSアステールプ

ラザでの開催準備を進めた。 3月 に入り、コロ

ナウイルス感染症の世界的流行が広島にも及び

開催が危ぶまれたが、 3月 24日の第2回 実行委

員会で中止ではなく延期が決定 した。その後、
11月28日にエリザベ ト音楽大学セシリアホール

での開催が決まったが参加者の辞退とホールの

客席減により、大幅な予算修正が必要になった。

可能な限りの助成金申請を試みたが思うように

いかなかった。希望の光が見えたのは、秋以降
の県市 と民間の 3つ の助成金交付の内定だっ

た。感染者を出してエリザベ ト音大に迷惑をか

けることは出来ない。中高生部門には集合から

解散まで3時 間を超えてはならないという学校

もあり、止む無 く開演を1時 間繰 り上げ、感染

リスクの高い指定席券の当日販売も無くした。

10月は企業への広告依頼に走り回り、11月に入

り女声合唱の加盟団体から協賛金が集 まり始
め、広告と匿名の協賛金も増え、感謝 した。

コロナウイルス感染第 3波 が轟々と近づいて

いた11月28日、セシリアホールでは6部 門300

名を超える見事な歌声が聴衆を魅了 した。被爆

75年を経た広島から、全世界に平和の歌声が

Youttubeで配信されます。ご期待下さい。

◆きずなコンサート
V日 日寺: 2月 7日 (日) 14日寺
▽場所 :呉信用金庫ホール (呉市文化ホール)
▽入場料 :無料
▽出演団体 :呉混声合唱団、呉少年合唱団、コー

ラスグループ ラ ♪ドルチェ、スターボーイズ

◆ Men's Vocal Ensemble“寺漢
" 第

7回定期
演奏会
▽日日寺: 2月 28日(日)14日寺
▽場所 :マエダハウジング安佐南区民文化セン

ターホール

▽入場料 :900円 (前売割引なし)※ 未就学児童

の入場不可
▽曲目 :M口Reger 5つ の ドイツ民謡集より、

組曲『僕の愛、あなたの夢』、『慕詩一こいうた』、

松下耕の世界～故郷への想い～俵積み唄、出発

他

★ご注意★

演奏会は今後の新型コロナウイルス感染状況に

より、無観客での開催や延期等になる場合もあ

ります。詳 しくは各合唱団や演奏会場のホーム
ベージでご確認 ください。

▽広報担当連絡先▽

〒730-0852広 島市中区猫屋町3日24‐1404

広島県合唱連盟広報担当 大 石啓造

丁EL&FAX:082-297…1181 Ettmail:oishik@mac.com




