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広島県合唱連盟からのお知らせ  2022 年（令和 4年）度 

１. 2022年（令和 4 年）度広島県合唱連盟加盟申込について 

「2022 年（令和 4 年）度広島県合唱連盟加盟申込書」を提出していただき、連盟費を納入いただきますと、

連盟加盟の手続きが完了します。連盟加盟により、中国支部大会を除く広島県合唱連盟が主催するすべての

事業に参加できる資格を有することになります。 

（1） 加盟申込書の提出 

・ 加盟申込書（WORD）は広島県合唱連盟のWEBサイトからダウンロードできます。 

・ メール添付もしくは郵送にて3月31日までにお願いします。事務処理の都合上、できるだ

けWORDファイルのメール添付でお願いします。 

・ 参考までに2021年度のデータ記載分を同封しております。変更箇所を二重線で修正し、

必要箇所を記入してご返送いただいても構いません。 

・ 4月以降の新体制（会員・連絡先・代表者・団員数等）が未定の場合は、3月31日まで

に、現体制下で記入し提出し、後日、更新・再提出してください。 

（2） 加盟申込書の送付先 

広島県合唱連盟事務局 （TEL 080-4726-3078） 

E-mail  poka2tabata@ybb.ne.jp 

〒737-0933 呉市焼山桜ケ丘 1丁目 12-10  田畑 忍 内 

（3） 連盟費及び納入先 

連盟費＝団体会費＋個人会費×団員数 
団員数：「団体の活動・運営に能動的に関わっている方」と定義します。歌い手が主となりますが、

指揮者・指導者・伴奏者等を加えるか否かは、各団で事情が異なりますので、団毎で判断
して下さい。なお、連盟会員（連盟担当者）は団員扱いとなります。 

部門 小学校 少年少女・中学校・高等学校 大学・職場・一般・おかあさん 

団体会費 3,000円 6,000円 6,000円 

個人会費 100円 100円 200円 

 

・ 連盟費納入は、同封の振替用紙をご利用ください。振替用紙の控えを以て領収書に代

えさせていただきます。（納入期日：5月31日） 

郵便振替：口座番号 01330-2-84605  口座名 広島県合唱連盟事務局 

・ 振替用紙には、必ず合唱団名・団員数をご記入ください。  

（4） 専門部の所属について 

加盟の合唱団には、各専門部に所属して、積極的に広島県合唱連盟の事業の企画と運営に参

加していただき、合唱団相互の交流を図って頂いております。今年度も、専門部への所属をお願

いいたします。連盟加盟手続きの際、専門部所属希望の欄に記入してください。所属先は、事務

局で調整の上、決定させていただきます。 

 
2022年（令和 4年）度専門部担当理事 

専門部 主な活動 理事 

研修部 講習会・研究会等の企画・運営 
竹本 茂敏 
石井 翔太郎 

おかあさんコーラス部 おかあさんコーラス大会に伴う事業の企画・運営 
檜谷  守 
久保 京子 

コンクール部 コンクールに伴う事業の企画・運営 
高橋 愛 
藤田 一幸 

フェスティバル部 フェスティバルに伴う事業の企画・運営 
三浦 孝 
池岡 夕希 

声楽アンサンブル部 ヴォーカル・アンサンブル・コンテストの企画・運営 
原田 典枝 
岡村 要 

ハーモニー部 「ハーモニー」の販売・管理 竹本 勢津子 
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２. 全日本おかあさんコーラス広島大会について 

2022年（令和 4年）度の＜第 45回全日本おかあさんコーラス中国支部広島大会＞は、6月 26日（日）に、

はつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあにて開催します。大会の詳細は、おかあさんコーラス部より対象団

体にご案内します。 

大会に参加する合唱団は、広島県合唱連盟加盟団体であることが、義務づけられています。 

本大会へ参加の団体の中より、全国大会へ推薦されます。（推薦数は、広島大会への参加数だけでなく、中

国 5県の参加総数により決定されます。） 

 

◆おかあさんコーラス部長 

〒731-0103 広島市安佐南区緑井 6-29-19-705 檜谷 守 

TEL 090-5513-8529 FAX 082-299-5492 E-mail hca-bigmama@outlook.jp 

３. 広島県合唱コンクールについて 

2022 年（令和 4 年）度の＜第 61 回広島県合唱コンクール＞は、8 月 7 日（日）にマエダハウジング安佐南

区民文化センターホールで開催します。合唱コンクールは小学校部門、中学校部門(混声合唱の部・同声合唱

の部）、高等学校部門(Ａグループ 32 名以下、Ｂグループ 33 名以上)、大学職場一般部門(大学ユースの部、

室内合唱の部、同声合唱の部、混声合唱の部)の 4 部門に分かれ、出場する合唱団は、広島県合唱連盟加盟

団体であることが、義務づけられています。 

大会の詳細は、コンクール部より総会当日配布・ご案内します。 

 

県大会で優秀な成績をおさめた小学校部門以外の団体は、9 月 24 日(土)25 日（日）に岡山シンフォニーホ

ールで開催される第 61回中国合唱コンクールに推薦されます。 

小学校部門優秀団体は 11月 13日（日）、フェニーチェ堺（大阪府）で開催される全国大会に推薦されます。 

 

◆コンクール部長 

〒732-0053 広島市東区若草町 11-1-2706 吉井方 高橋 愛 

TEL 090-8712-4364  FAX 082-236-7472 E-mail awichan429@gmail.com 

４. 広島県合唱フェスティバルについて 

＜広島県合唱フェスティバル 2022＞は、10 月 16 日（日）に広島市安芸区民文化センターで開催します。大

会の詳細は後日、フェスティバル部よりご案内します。 

 

◆フェスティバル部長 

〒734-0022 広島市南区東雲 1-13-23-401  三浦 孝 

TEL 090-7591-3682 FAX 082-285-2447 E-mail takashi_miu@hotmail.com 

５. 合唱講習会について 

＜NHK全国学校音楽コンクール課題曲講習会＞は、6月 11日（土）・12日（日）エリザベト音楽大学にて開

催します。広島県合唱コンクール（小学校の部）課題曲の講習も予定しています。 

＜合唱講習会＞は、2023 年 2 月 4 日（土）・5（日）JMS アステールプラザ多目的スタジオで開催の予定で

す。詳細は後日、研修部よりご案内します。 

 

◆研修部長 

〒736-0046 安芸郡海田町窪町 12-21-1303  竹本 茂敏 

TEL 080-4171-5900 FAX 082-824-8091 E-mail pmyhn852@ybb.ne.jp 
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６. ヴォーカル・アンサンブル・コンテストについて 

エリザベト音楽大学と共催で 2023年 1月 15日（日）にエリザベト音楽大学セシリアホールで＜第 17回ヴォ

ーカル・アンサンブル・コンテスト in ひろしま＞を開催します。詳細は後日ご案内します。 

 

◆声楽アンサンブル部長 

〒739-1743 広島市安佐北区倉掛 3-6-20  原田 典枝 

TEL 090-6840-0231 FAX 082-843-2313 E-mail p.noripyon_musik@docomo.ne.jp 

７. 「ハーモニー」について 

全日本合唱連盟では、我が国唯一の合唱専門誌「ハーモニー」を年 4 回発行しています。「ハーモニー」は、

発声法・指揮法をはじめ合唱団運営の方法、合唱曲の歴史的背景、演奏解釈等、私達合唱人の貴重な文献

です。全国の合唱団の情報交換の場として、私達の力で育てて行かなければならない合唱専門誌です。また、

全日本合唱連盟より義務購読冊数が、連盟加盟の団体に割り当てられております。加盟団体は、必ずご購読

下さるようお願いします。ハーモニー購読については、別途ハーモニー部よりご案内しております。3 月 3 日ま

でにお申し込みください。 

 

◆ハーモニー部長 

〒736-0046  安芸郡海田町窪町 12‐21-1303  竹本 勢津子 

TEL 090-6433-0858 FAX 082-824-8091  E-mail pmyhn852@ybb.ne.jp 

 

８. 広島県合唱連盟機関紙「アカペラ」について 

広島県内の合唱の情報交換、合唱連盟の各種事業のご案内等のために、機関紙「アカペラ」を発行し、県内

の合唱団、合唱関係者に配布しております。発行は、アカペラ担当事務局次長が担当していますので、合唱に

関する情報をお知らせください。 

 

◆アカペラ担当事務局次長 

〒730-0852 広島市中区猫屋町 3-24-1404  大石 啓造 

TEL 070-5529-9646 FAX 082-297-1181 E-mail oishik@mac.com 

９. その他、特別事業について 

広島県合唱連盟では、＜合唱講習会＞＜おかあさんコーラス大会＞＜合唱コンクール＞＜合唱フェスティ

バル＞＜ヴォーカル・アンサンブル・コンテスト＞＜N コン課題曲講習会＞を開催しておりますが、それら以外

にも、合唱に関係する様々な事業を計画、開催しております。昨年度に続き〈春の♪街角コーラスふぇすた〉も

計画しています。詳細は別途ご案内いたします。 

それらは全て県連機関紙「アカペラ」および WEB サイトを通じて皆様にお知らせします。皆様の積極的な参

加をお願いします。 
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１０. 合唱名曲シリーズについて 

2022 年度全日本合唱コンクール課題曲を集めた合唱名曲シリーズ№50（2022 年度：高校・大職一用）と

2022 年度合唱名曲シリーズ小学校版 No.2 を発売しています。合唱コンクール出場の合唱団員は、必ず一人

１冊購入してください。（中学校は不要、複数団体から出場する場合は一冊で結構です。） 

 

また、合唱曲集としても、興味深く貴重なものです。各団のレパートリーの参考に是非ご購入ください。申込

みおよび問合せは、下記までお願いします。 

 

・ 合唱名曲シリーズNo.50  1冊  1,050円  

・ 合唱名曲シリーズ小学校版  No.2  1冊  550円  

（消費税込み。送料は別途必要 一般の書店・楽器店では販売していません） 

 

◆名曲シリーズ担当事務局次長 

〒733-0011 広島市西区横川町 1-4-36-705  竹中 美子 

TEL 090-4805-3801 E-mail take3yoppi4@yahoo.co.jp 

１１. WEB サイトについて 

広島県合唱連盟ではWEBサイトを開設しています。ご利用ください。 

https://hiroshima-jca.org 

１２. 振替口座について 

広島県合唱連盟では、各専門部が独立して事業を実施していることから、専門部ごとに振替口座を開設して

会計管理しています。事業ごとに送金先が異なることでお手数をおかけしますが、事業を円滑に進めるためと

ご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。 

送金の際は送金者の欄に必ず合唱団名を明記ください。なお、振替用紙の控えをもって、送金に対する領

収書に代えさせていただきます。 


