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新型コロナウィルスの猛成による社会活動の

停滞が始まって、早くも1年が経過しました。
この間、広島県合唱連盟では、「合唱講習会」「お
かあさんコーラス中国支部広島大会」「広島県合
唱コンクール」など中止にして参りました。し
かし、秋以降は、完全な形ではありませんが、

「合唱フェスティバル」「平和と希望のコンサー

トⅢ」「ヴォーカル0アンサンブル0コンテス ト」
を実施することができました。その後、再び感

染が広まる事態となり、日々の活動や、演奏会
などを中止にする合唱団が出ていると聞いてい

ます。

合唱の灯が揺らいでいる現在、少しでも歌う
ことのできる場を合唱連盟として作っていきた
い。加盟合唱団の方々にそのような空間を提供
したい、という想いで、標記の 『春の♪ 街 角
コーラスふえすた』を開催 します。気負わず、

気楽に、普段着の雰囲気で歌える場と考えてい

ますので、多くの合唱団のみなさまに参加して
いただきたいと、ご案内申し上げます。

また、小中高等学校で合唱に取り組む生徒を

支援したいという強い思いは、今回も変わって

理事長 福 原 泰 弘

おりません。参加希望の学校、及び少年少女部

門の合唱団は招待とさせていただきます。さら

に、 1月 に開催 しました『第15回ヴォーカル ・

アンサンブル ・コンテス トinひろしま(本選)』

では、例年行っております「グランプリ演奏」を

行うことができませんでした。グランプリ、工

リザベ ト賞の3団 体にも、招待演奏を行ってい

ただくことも考えております。

さらに、2021年度は、広島県合唱連盟創立60

周年にあたります。2021年度県連事業におきま

しては「広島県合唱連盟創立60周年記念事業」を

掲げて参りたいと思います。

しかし、感染症蔓延が収まったわけではあり

ません。「気楽に」とは書きましたが、感染症対

策は しっかりとした上で(広島県合唱 フェス

ティバルなどに準 じて)、開催 していきます。

ご理解をいただき、多くの参加をお待ちしてお

ります。なお、再び感染が拡大 した場合には、

やむを得ず中止 させていただく場合 もありま

す。イ可卒ご理解のほどお願い申し上げます。

2021年(令和3年)度総会のご案内

今年度はコロナ禍により、演奏会のみならず

日頃の練習もままならない 1年 となってしまい

ました。そのような中、感染防止に努めていた

だいての練習、オンラインなどを活用 した取り

組み等様々な工夫を凝 らし、合唱団の運営に尽

力してくださっていること、心より感謝申し上

げます。また、合唱フェスティバルやヴォーカ

ルアンサンブルコンテス トなど、ご不便な中で

のご参加やご協力、ご支援を賜りましたこと、

厚 く御礼申し上げます。

さて2021年(令和 3年 )度総会を4月 18日(日)午

後 2時 からRCC文化センター会議室 7-34(広 島

市中区橋本町5-11)で 開催 します。総会は2020

事務局長 田 畑 忍

年度事業報告 ・決算報告ならびに2021年度事業

計画 ・予算案の審議をいただきます。なお、今

回は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

から、各団につき1名様のご出席をお願いいた

します。広島の合唱界の向上と発展のためのご

意見をI頁戴 したいと思います。

総会のご案内を発送 しております。加盟申込

の手続きは、 3月 末までの加盟申込書提出、 5

月末までの連盟費納入で完了いたします。総会

出欠の葉書返信も含めて、お忘れなくご手配く

ださい。また、新規加盟希望団体の情報があり

ましたら、県合唱連盟事務局までお知 らせくだ

さい。
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「第44回全 日本おかあさんコーラス中国支
部広島大会」開催のおしらせ

おかあさんコーラス部長  檜 谷 守

来る6月 27日(日)標記大会を開催 します。回を

重ねること44回(ただし43回は中止)を数える本
大会ですが、出演者としてまた聴衆として毎年
楽しみにしている方もたくさんいらっしゃるの

ではないでしょうか。みなさまがどんな演奏を

披露してくれるのか、私も今からとても楽しみ

です。

今年は東広島市の東広島芸術文化ホール「く
らら」での開催です。合唱コンクール等、過去
に利用 したことのあるとても立派で素敵なホー

ルです。このきらびやかな大ホールで、昨年の

かなわなかった思いを込めて思いっきり歌いま

しょう!!

今年も広島県内外から著名な先生をお招きし

「Social♪Distance」を乗り越えて、ヴォーカ
ル0アンサンブル0コンテス トの未来を繋ぐ !

声楽アンサンブル部長 原 田典枝

2020年より目に見えぬ脅威(新型コロナウィ
ルス感染症)で私達を取り巻く様々な生活スタ

イルはみるみるうちに有り様を変え、人と人と

を繋ぐい、れあい」や「語り合い」にすら離ればな

れを余儀なくされる状態となりました。
合唱連盟主催の事業もことごとく中止となり

「歌い合う」場所も無くなりました。第15回アン

コンも開催の是非について真剣に会議を重ね、

開催に向けての方策を !と前進 しました。

アンサンブルの魅力は温かい歌声を密に感じ

合う事に有りますが、感染症予防に万全を期す

ため、第15回アンコンは動画審査による予選を

開き、エリザベ ト音楽大学セシリアホールでの

本選に臨むとの方向を決定致 しました。

予測のつかない状況でしたが皆様のご理解と

ご支援で無観客とはなりましたが開催でき、ス

テージを目指された各団体の演奏は何時もより

何かを乗り越えたパワーを感 じました。

グランプリ賞は、アンサンブル部門より 「萬

斎」、エリザベ ト賞はJr.中、高生部門より「呉

港高校ブラスバン ド部」、「安田女子中学合唱部

Mars」が選出され、三月に福島で行われる全国

大会に出場 していただく予定です。

開催が手が届かないほど遠 く感 じられたり、

集まる事への不安にため息をついたり。そんな

状況下でも皆さんの合唱愛に支えられてアンコ

ンがその歩みを進められたことに感謝 します。

次回は是非たくさんのかたにステージで密集

して輝いて頂きたいと願っています。ありがと

うございました。

ているのでご紹介 します。

○清原浩斗/合 唱指揮者

○なかにしあかね/作 曲家

○永ひろこ/合 唱指揮者

○新宅雅和/ピ アニス ト

○羽山弘子/声 楽家

昨年は新型コロナウイルスによる感染が拡大

していくなかで、参加者の安全と健康を第一に

考え中止 しました。 しかし今年は新型ウイルス

の正体も少 しずつ見えてきて、ワクチンの開発

等明るい話題も聞こえ始めました。全国的にコー

ラスイベン トが開催 され始めた今、連盟として

も万全の体制を整えてみなさまをお迎えします。

今年の全国大会は静岡県浜松市 「アク トシ

ティ浜松」で開催されます。全国大会めざして

合唱団一丸となってがんばりましょう。そして

なによりも参加者全員が楽 しみながら盛大な大

会にしましょう。
みなさまからのたくさんの参加をお待ちして

おります。

第15回ヴォーカルアンサンブルコンテストinひろしま受賞結果

萬斎 (アンサンブル部門)

安田女子中学校合唱部 Mars(ジ ュニア&中 高部門)
呉港高等学校ブラスバンド部 (ジュニア&中 高部門)

女声合唱団のはら
コーロ☆ステルラ (福山暁の星女子中学 ・高等学校)
広島市立南観音小学校合唱クラブ

なぎさ公園小学校合唱クラブAチ ーム

ノー トルダム清心高等学校合唱部

比治山女子高等学校合唱部
コール ・ぴえん

スターボーイズ

コーラスグループ ラ♪ドルチェ

広島大学付属中 ・高等学校合唱班
べ こぽ

広島市立牛田小学校合唱部 大 わしチーム

広島市立牛田小学校合唱部 に じチーム

広島市立牛田小学校合唱部 歌 声チーム

広島市立神崎小学校合唱クラブ

広島市立東野小学校合唱クラブ 東 野コン ・ブリオ
ノー トルダム清心中学校音楽部 チ ームコロッケ
ノー トルダム清心中学校音楽部 大 根坂24

安田女子中学校合唱部 Sm:le

安田女子中学校合唱部 Sunflower

山陽女学園高等部コーラス部
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」
ひろしま ・みらい合唱団

合唱団うたがき

男声ボーカルアンサンブル Shrike

広島なぎさ高等学校合唱部 「まかろに」
圏撻贈盤職翻轟翻圏聾饉        輛 難輔轟轟菫躙麟覇騨難饗機轟珊腱:彗翼華華轟:I菫轟彗装:
スターボーイズ (金川先生選出)
広島市立牛田小学校合唱部 に じチーム (岡田先生選出)

安田女子中学校合唱部 Sunflower(折 河先生選出)
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2021年 広 島 合唱連盟課題曲講習会のご案内
～合 指揮 清水 雅 彦先生を迎えて～

昨年は残念ながら中止となってしまいまし
た、「小。中・高のNHK全 国学校音楽コンクー

ル課題曲講習会」と、「全日本合唱連盟小学校の
部課題曲講習会」を今年はなんとか開催 したい
と考えています。
日程 :202 1年6月 12日l■l午後、 13日(日)
場所 :エ リザベ ト音楽大学ザビエルホール

講師には合唱指揮者、声楽家としてみなさん
ご存知の清水雅彦先生をお迎えします。
現時点で細かい時間割は未定ですが、概要と

しては以下の予定です。
■6月 12日l■113時～

小学校、中学校、高等学校のNコ ン課題曲の
対策講座

■6月 13日010時 ～

各団体ごとのクリニック(1団 体あたり30分
～40分程度)

まだまだ普段の練習もままならないという状
況かと思いますが、感染対策をしっかり講 じて、
少 しでも皆さんに喜んでいただけるような講習
会にしたいと思います。ご期待 ください。

県

者

度

唱

研修部長 竹 本 茂 敏

講師の清水雅彦先生

2019年度中学校の講習会より

第34回おかあさんカンタートin広島 《続報》

2021年7月24日、25日に広島でおかあさん力
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「広島で、みんな輪にな
れ !歌になれ !」。講師は青山恵子先生、大谷
研二先生、清水雅彦先生、信長貴富先生、松村
努先生(50音順)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

男声合唱団にはなんと現在実力 No.1で超人気
の『合唱団お江戸コラリアーず』が。

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。混声合唱講座ではお江戸コラリアーず
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。お江戸コラリアーず
はクロージングコンサー トにも登場予定です。
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。

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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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

2021年度、第60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 18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
盟ホームベージに掲載します。

昨年は新型コロナ禍により中止となりました
が、今年度は安心して参加いただけるようコロ
ナウイルス感染拡大防止対策も万全に、仮に支
部大会 0全国大会が中止となっても県大会は実
施する方針のもと、開催準備を進めて参ります。

各部門とも奮ってのご参加を心よりお待ちし
ています。

言己
日時 :2021年8月 8日 lH)

10時30分開演～17時30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  6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)
②室内合唱の部    6名 以上24名以下
③同声合唱の部    8名 以上

④混声合唱の部    8名 以上

翁農 場 土

申込締切日

説 明  会

問 合  せ

合唱指揮者・全日本合唱連盟理事長
作曲家

合唱指揮者 0全 日本合唱連盟

九州支部長

合唱指揮者 。全日本合唱連盟監事
:6月 14日0必 着
:7月 4日 (日)14:00～16:00

安佐南区民文化センター ・大会議室
:渡部展至

丁EL)082…233-9682

基毒喘事)090-7991-3086

E―mall:duke口ducksOs9.dion口ne.jp

▽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
丁EL&F A X : 0 8 2 - 2 9 7 - 1 1 8 1  E―mai l : o i s h i k @ m a c t t c o m

◆東広島児童合唱団創立40周年第39回定期演奏会
▽日時 :4月 29日 (木・祝)14日寺
▽場所 :広島大学サタケメモリアルホール
▽入場料 :800円

▽曲目 :アオギリの歌、未来へ、「ライオンキ
ング」より、サークルオブライフ、早く王様に
なりたい、ハクナマタタ他
◆広島中央合唱団スプリングコンサー ト2021
▽日日寺:5月 15日l■114日寺
▽場所 :日本基督教団流川教会
▽入場料 :無料 (要予約)080-3888-7196(野間)
▽曲目 :SAKURA、心の中で、メンデルスゾーン
オラ トリオ「エリアス」op.70より「第2部 」他
◆第4回あじさい色のコンサート
▽日時 :5月 29日l■114時30分
▽場所 :コ ジマホールディングス西区民文化セ
ンターホール

▽入場料 :無料
▽出演団体 :広島ジュニアコーラス、フェミニ

ンコール広島、混声合唱団「銀の鈴」、アンサン

ブル ・カーノ

▽曲目 :翼 をください、きみ歌えよ、どんなと
きも、花のように雲のように、ほらね、他
◆第15回廿日市市合唱祭
▽日時 :6月 6日 (日)11時
▽場所 :はつかいち文化ホール ウ ッドヮンさ

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34回定期演奏会
▽日日寺: 6月 19日l■118日寺30分
▽場所 :広島国際会議場フェニックスホール
▽入場料 :1,000円

▽曲目 :外国語による現代合唱作品、寺山修司
の詩による6つ のうた「思い出すために」、混声
合唱とピアノのための日本 ・四季の旅他

◆広島メンネルコール第50回定期演奏会
V日 日寺: 7月 11日(日)14日寺
▽場所 :」MSア ステールプラザ大ホール

▽入場料 :1,000円

▽曲目 :「ダン・フォレス ト宗教曲集」
松下耕作曲 「風の夏」(男声版委嘱初演)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。
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