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広島県合唱連盟事務局
〒737-0933
呉市焼山桜ケ丘1-12-10
田畑 忍 内
TEL:080-4726-3078
FAX:0823-34-3570
e―mail :poka2tabata@ybb.ne.jp

「第45回全日本おかあさんコーラス中国支部広島大会」がもうすぐ開催されます!!

2年 の休止を経て、おかあさん大会が帰って

きます !今年は20団体の参加を得て華々しく開

催 します。

この2年 間何かと我慢させられ、この大会は

取り上げられ、日標を見失いそうになりながら

も耐えに耐えたみなさんは限られた中で練習に

励んでこられました。その成果はきっと素敵な

演奏となってホールいっぱいに響かせてくださ

ることでしょう。2年 の鬱憤を晴らすべく、今

年の大会は例年になくエネルギッシュで華やか

な楽 しい大会になると確信 しています。

右表のとおり出演順も決まり、どの団体も本

番に向けて猛練習中です !当日はぜひ会場に足

を運んでください !そ して舞台でキラキラ輝 く

おかあさんを力いっぱい応援 してください !

大会要領は次のとおりです。

日 日寺:2022年 6月 26日(日)10日寺30分開'寅

会 場 :廿日市市 ウ ッドワンさくらびあ

入場料 :前売券800円 当 日券1,000円

きっと楽 しい大会になります。皆様のご来場

を心からお待ちしております。

おかあさんコーラス部長 檜 谷 守

《出演団体と出演スケジュール》

アンサンブル 0ポケット

2 広島女声合唱団

山陽高校 PttA“スマイル
"コ ーラス3

4 コー日 ・フィオーレふるた

5 大竹女声合唱団

6 アンサンブル 0カーノ

7 フラウエンコール布野

コーラスリんどう8

9 Via Lactea&コ ーロ 0ベ ルレ

10 プティフルール ・アンサンブル

ヴォーカルアンサンブル凛

12 コール ・マイン黒瀬

13 マミーシャンテ

14 アンダンテ

15 コール ・インウイ

ブランシュ16

17 コァロ・デ・ヒラソル

18 尾道女声合唱団まどか

フェミニンコール広島19

20 ぱすてるるとおん
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「春の♪街角コーラスふえすた2022」開催

昨年、広島駅南口地下広場で初めて実施 した

『春の ♪街角コーラスふぇすた』。今年も5月

8日 0に 実施 しました。私、福原が広島県合唱
連盟理事長となうた2020年4月 、世界は新型コ
ロナ感染症の猛成にさらされ始めました。その

感染症の拡大によって、多 くの学校が休校とな
り、飲食店なども休業を要請され、企業の経済
活動 も停滞するようになりました。合唱団の

日々の活動も停止 したことも皆さんの記憶に刻
まれていることだと思います。小中高校の部活

動もできなくなり、合唱連盟の多 くの行事も中
止 0縮小 ・延期を余儀なくされました。日々の

練習もできず、演奏会も中止せざるを得ない状
況となる中で、合唱の灯を伝えていく使命を強
く感 じてきました。気軽に演奏の発表ができる

場を広島県内の合唱団に提供 したい、という目

的で昨年始めたのが、『春の♪街角コーラスふぇ

すた』でした。

今年も20団体の申込があり、夕方近 くまで

様々な演奏を繰 り広げることができました。通

行する人も耳を傾けて行かれている中で、合唱

団のカラーを出して歌われることが、とてもす
てきな雰囲気となっていたと思います。最後に

は、昨年広島県合唱連盟が、信長貴富先生に委

嘱 して作曲 していただいた 『合唱』 を、歌うこ

とのできる皆さんで演奏 し、さらに 『大地讃頌』
を皆さんで合唱 し、歌の 1日 を終えました。

正式決定ではありませんが、来年度も2o23年

5月 7日 lE)に開催することができるよう準備は

しております。感染症が終息 していっているこ

とを願い、多 くの人で復活ののろしを上げるこ

とができればと考えています。是非多 くの人で

開催ができると良いと1思うています。

理事長 福原 泰弘

広島県合唱コンクール開催のお知らせ ♪
コンクール部長 高 橋 愛

2022年度、第61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 17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 Webサ イ トに掲載 しています。また、

参加要項 を一部改訂 しておりますので、連盟

Webサ イ トhttps://h:roshima‐iCa80rg/でご確

認 ください。

皆様どうぞご来場 ください。

言已

日時 :2022年8月 7日 (日)

10時30分開演～18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  6名 以上

◆中学校部門
①混声合唱の部 6名 以上

②同声合唱の部 6名 以上
◆高等学校部門
①Aグループ (小編成の部)6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 6名 以上 (28歳以下)
②室内合唱の部
③同声合唱の部
④混声合唱の部

6名 以上24名以下

8名 以上

8名 以上

審査員 (敬称略、五十音順):

市村 公 子 声 楽家 0愛媛県合唱連盟理事長

西岡 茂 樹 合 唱指揮者 ・大阪府合唱連盟

副理事長

合唱指揮者 ・全日本合唱連盟

理事長

作曲家

愛 丁EL 082‐ 236‐7472

携群→ 090‐8712‐4364
E‐mail:awichan429@gmail.com
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2022年度総会報告

4月 17日、RCC文 化センター会議室で県連

総会が開催 されました。加盟87団体 (4/17現在)

のうち出席が49団体、委任状提出が37団体によ

り、連盟規約に則り総会が成立。福原理事長挨

拶の後、所定の議題に沿って理事長の議事進行

により、次のように審議されました。

竹本副理事長より2021年度県連事業報告、岡

村副理事長より全日本 0中国支部関係事業報告

がありました。事務局から収支決算報告および

補足の後、荒木監事による会計監査報告があり、

質疑なく議案は拍手をもって承認されました。

次に、寺沢副理事長より2022年度県連事業計

画案、岡村副理事長より全日本 ・中国支部関連

事業計画の説明があり、事務局から収支予算案

の説明をいたしました。2022年度事業計画案と

予算案は拍手をもって承認されました。

続いて、事務局からの連絡事項、各専門部か

ら本年度の各事業についての説明と参加 。来場

等のお願い、新理事の紹介 と続き、理事長より

「春の♪街角コーラスふえすた2022」参加のお

事務局長 田畑 忍

願い、谷会長より、広島平和国際文化祭、県民

文化祭等の紹介がありました。

「歌のブーケ第2集」に関する質疑応答の後、

各加盟団体からの演奏会開催告知を経て、総会

は閉会しました。

以上、2022年度総会の報告といたします。

この2年 間、加盟団体の皆様には 「中止 0延

期・無観客」という苦渋の選択に際しましても、

ご理解とご協力を賜り、感謝の気持ちでいっぱ

いです。wtthコロナ3年 目となりますが、2

年間の経験を踏まえ、本年度も万全を期して事

業を準備して参りますので、引き続きご参加 ・

ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

【新規加盟団体のご紹介】
・呉少女合唱団みらい (少年少女)
0合唱団すうおん (大学ユース)
・UCoN(ウ コン)(一 般)
。ブランシュ (おかあさん)

2022年度 広 島県合唱運盟事業計画

年 月 日 曜日 事項 選考講評委員 ・審査員 。講師等 会場

22

4 日 2022年 (令和4年 )度  総 会 RCC文 化センター

5 8 日 春の♪街角コーラスふえすた2022 広島駅南口地下広場(ひろチカ)

土

日

NHK全 国学校音楽コンクール課

題曲講習会 0

全日本合唱連盟小学校部門課題曲

講習会

清水雅彦 (合唱指揮者 ・都留文科大学教授) エリザベ ト音楽大学

2 6 日
第45回全日本おかあさんコーラス

中国支部広島大会

清原浩斗 (合唱指揮者)

なかにしあかね (作曲家 ・神戸女学院大学教授)

永ひろこ (合唱指揮者)
新宅雅和 (ピアニス ト)
坪北紗綾香 (作曲家)ヽ

はつかいち文化ホール

ウッドワンさくらびあ

8 日 第61回 広島県合唱コンクール

市村公子 (声楽家 ・愛媛県合唱連盟理事長)

西岡茂樹 (合唱指揮者・大阪府合唱連盟副理事長)

長谷川冴子 (合唱指揮者・全日本合唱連盟理事長)
三宅悠太 (作曲家)

マエダハウジング

安佐南区民文化センターホール

日 広島県合唱フェステイバル2022

盛山春樹 (合唱指揮者・鹿児島県合唱連盟理事長)

上田真樹 (作曲家)

藤井美雪 (声楽家)
枝川―也 (広島大学大学院教授)

他 1名         ‐

広島市安芸区民文化センター

23

日
第1 7回ヴォーカルアンサンブル ・

コンテス トi nひろしま
山脇卓也 (合唱指揮者)
他 2名 (エリザベ ト音楽大学より)

エリザベ ト音楽大学
セシリアホール

４

５

土

日
広島県合唱講習会 松下耕 (作曲家 ・合唱指揮者)

JMSア ステールプラザ

多目的スタジオ

その他の事業

全日本合唱連盟季刊誌 「ハーモ三二」年4回販売

県連機関誌 「アカペラ」年4回発行

県連Webサ イト管理
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:    退 任理事ご挨拶    三
渡部展至

平素よりお世話になっています。県連理事と
して、8年 間に亘り大変お世話になりました。
皆様からの温かいサポー トを得て、充実 した時
間を過ごすことができました。改めて心より御
礼申し上げます。今後とも一合唱人としてお付
き合い願えれば幸いに存 じます。

そして、広島県合唱連盟の益々のご発展を祈
念 しています。

仙立美香
2年 間の在任中に担当のおかあさんコーラス

大会を開催できなかったことが大変残念です。
私が代表の東広島児童合唱団は、この度解散致
しましたので、同時に退会させて頂きます。

皆様大変お世話になりました。益々のご発展
をお祈 り申し上げます。

第74回全 日本合唱コンクール全国大会結果

第74回全日本合唱コンクール全国大会 。中学

校 0高 等学校部門が2021年10月30日、31日に

lichikoグランシアタにて、小学校部門が11月

6日 、所沢市民文化センターミューズアーク
ホールにて、大学職場一般部門が11月20日、21

日に岡山シンフォニーホールにて開催 されまし
た。広島県代表の成績は以下の通りです。

◆合唱団ある 第35回定期演奏会 合 唱指揮者
清水敬―を迎えて
▽日日寺:6月 19日(日)15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 :石垣りんの詩による五つの混声合唱曲

「朝のパン」、「Un soir de neige」(雪の夜)、
合唱組曲 「五つの童画」他

◆フェミ尋ンコール広島創立45年記念 第 24回

広島ジュニアコーラス ・フェミニンコール広島

定期演奏会
▽日日寺:8月 11日 (木 :祝 )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 :前売り :一般900円、

高校生以下600円

当 日 :999円

▽曲目 :星野富弘となかにしあかねの作品、三

宅悠太と信長貴富の作品から、作曲家 糀 場富

美子の作品から他

◆呉混声合唱団特別演奏会 合 唱指揮者 栗 山

文昭、コーロ 0カ 白スを迎!えて
▽日日寺: 9月 11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 :1,000円

▽曲目 :「声が世界を抱きじめます」、「コルシ
カ島の2つ の歌」、「木とともに 人 とともに」
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3-24‐1404

広島県合唱連盟広報担当 大 石啓造
TEL&FA X : 0 8 2 - 2 9 7…1181 E―mai!: o i s h i k @ m a c口com


