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

第17回ヴォーカル ・アンサンブル ・コンテス トinひろしま

広島県合唱連盟声楽アンサンブル部では、第
17回ヴォーカル ・アンサンブル ・コンテス トin
ひろしまをエリザベ ト音楽大学セシリアホール
での開催を目指 し準備を進めております。
12月11日には参加申し込36団体の皆様にて説

明会をエリザベ ト音楽大学で開催 し、右のよう
に出演順が決定いたしました !

第15回は動画審査での開催、第16回は通常開
催 を目指 しましたが新型コロナウィルス感染拡
大により急遠中止となり、今回こそは無事にと、
通常開催 を祈 りつつ前進 しております。   |

決 して楽観できる状況ではありませんが感染
拡大予防策をとりつつ沢山の皆様に幸せなハー

モニーが広がるひとときを味わっていただきた
いと願っています。

参加団体の皆様もセシリアホールでの演奏を
心待ちにされておりますのでどうか温かいご支
援をいただけます様にお願い申し上げます。

0日時 :2023年 1月 15日(日)開演10時
・場所 :エ リザベ ト音楽大学セシリアホール
・当日券1000円
0前売り券800円 (出演団体から購入可能)
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■リザベ ト青業大学 セ シリアホール

声楽アンサンブル部長 原 田 典 枝

第17回ヴォーカル ・アンサンブル 。コンテス ト
inひろしま参カロ団体

インターカレッジ混声合唱団 Voces Pacis

2 合唱団すうおん

3 広島市役所合唱団

4 コーラスグループ ラ♪ドルチェ

5 コーラスグループ☆ベガ

6 女声合唱団のはら

7 Menis Vocal Ensemb!e “:キi美
"

8 男声ボーカルアンサンブル Shrike

9 Silenpo

広島市立牛田小学校合唱部おおわし

2 広島市立牛田小学校合唱部にじ

3 広島市立吉島東小学校合唱クラブ

4 広島市立南観音小学校合唱クラブ

ノー トルダム清心中学校音楽部 スノー ドロップ

2 安田女子中学校合唱部 ひまわり

3 呉港高等学校クワイア

4 比治山女子高等学校合唱部

5 東広島市立高屋中学校 合 唱部 チ ームⅡ

6 崇徳高等学校グリークラブ

7 ノー トルダム清心中学校音楽部 Very Vuelie

8 安田学園 安田女子高等学校 音楽部 Verm:!ion

9 広島なぎさ中学校合唱部 「きなこもち」
広島なぎさ中学校合唱部「いちごチョコレート」
ノー トルダム清心高等学校合唱部 こ―いち

12 安田学園 安田女子高等学校 音楽部 Solei!

広島なぎさ高等学校合唱部 「あぶリカルビ」
ノー トルダム清心高等学校合唱部 こ うに

みよしKIRIRl児童合唱団

東広島市立高屋中学校 合 唱部 チ ーム I

広島大学附属中学校 ・高等学校合唱班

福山暁の星女子中学 ・高等学校 コ ーロ・ステルラ

安田女子中学校合唱部 Ruby

スターボーイズ

2 安田女子中学校合唱部 Blue Rose

31 合唱団うたがき
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2022年度広島県合唱連盟合唱講習会のご案内

「2022年度広島県合唱連盟合唱講習会」 を

2023年2月 4日 的、5日 lE)の2日 間で開催致 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、松下

耕先生をお迎えします。

松下先生は今年還暦を迎えられ、記念イベン

トとして主に海外の作曲家18名に委嘱 した新曲

演奏会を10月に開催 されました。世界に誇る作

曲家であり、特に女性に人気の指揮者です。広

島で直接指導を受けることができるチャンスで

す。是非お申込み下さい。

今回は、合唱講習会として松下先生が作 られ

た 『合唱のためのエチュー ド』をテキス トとし

た基本の習得、同声合唱曲 『ほらね、』、混声合

唱曲 『今年』を皆さんで歌|いながら指導を受け

る、というメニューを用意 しています。作曲に

込めた思いなど、ご本人から伺 うことで曲に対

する理解も深まると思います。

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。

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 4日 的 JMSア ステールプラザ

多目的スタジオ

13:30-15:00合唱講習会

「合唱のためのエチュー ド」

15:30-17:00合唱講習会 「ほらね、」

17:30-19:00合唱講習会 「今年」

19:15-20:15コーラスクリニック 1団 体

■2月 5日 lE)JMSア ステールプラザ

多目的スタジオ

10:30…12:00合唱講習会

「合唱のためのエチュー ド」

13:00-17:45コーラスクリニック 4団 体

問合せ先

研修部長 竹 本茂敏  080-4171-5900

冨1部長  石井翔太良5 070-1875-9643

研修部長 竹 本 茂 敏

松下耕先生

2019年度の講習会より

. 塵|
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「合唱フェスティバル2022」開催報告
フエステイバル部 三 浦  孝

2020年から広がり始めた新型コロナウイルス

感染症はすでに3年 が経ちました。まだ完全に
は収束 しない状況ですが、嬉 しい事に3年 ぶり
に開催できた行事などがあり、ようやく以前の
ように戻りつつあることを実感 しています。

そのような中、10月16日(日)、広島市安芸区民
文化センターホールにて 「広島県合唱フェス
ティバル2022」を開催いたしました。今年度は
31団体 (昨年は24団体)、延べ約700名もの皆さ
まに参加 していただきました。コロナ禍の影響
により、思うように練習ができず、参加を見合
わせられた団体の方も、久しぶりに参加され、
歌うことの大好きな多くの仲間に集まっていた
だき、心から嬉しく感じています。
今回、少しでも日常に戻すべく、広島県合唱

連盟の行事では初の試みとして、全日本合唱連
盟のガイ ドラインを遵守することにより、「ス
テージ上でマスクを外 しての演奏 (任意)」を
行いました。マスクのない笑顔、そしてクリア
な言葉と声を聴くことができ、本当に良かった
と思っています。
そして最後に、昨年度のフェスティバルで演

奏しました、広島県合唱連盟創立60周年記念委
嘱作品の 『合唱』(信長貴富作曲/谷川俊太郎
作詩)を 福原理事長の指揮、占部久美子先生の
ビアノ伴奏の下、有志合唱団により演奏しまし
た。講評委員の盛山春樹先生、上田真樹先生に
も参加していただくサプライズもあり、美しい
ハーモニーをホールいっぱぃに拡げ、感動の
フィナーレとなりました。今後もこの曲を大切
に歌い続けていきたいと考えています。
会場が不慣れな事もあり、更衣室やリハーサ

ルなど皆さまには大変ご迷惑をおかけしました
が、合唱連盟の理事をはじめ、大会を支えてく
だ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。そして何|よりも参加し
ていただいた合唱団の皆さま、すべての方々に
感謝申し上げます。本当にありがとうございま
した。
来年度の 「広島県合唱フェスティバル2023」

は10月15日lH)、今年度と同じ広島市安芸区民文
化ホールで開催致します。皆様方のご参加を心
よりお待ちしております。

池岡 夕 希
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第61回中国合唱コンクール結果

9月 24日、25日に岡山シンフォニーホールに

て第61回中国合唱コンクールが開催 されまし

た。広島県から出場 した団体の成績は以下のと

おりです。

第75回全日本合唱コンクール全国大会結果

第75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2022年10月29日、30日にリ

ンクステーションホール青森にて、小学校部門

が11月13日、フェニーチェ堺にて、大学職場―

般部門が11月19日、20日に二重県文化会館大

ホールにて開催 されました。広島県代表の成績

は以下のとおりです。

▽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‐mail:oishik@mac.com

◆広島ベルカント男声合唱団第2回独唱演奏会
▽日日寺: 1月 7日 014日寺
▽場所 :コジマホールディングス西区民文化セ

ンタースタジオ
▽入場料 :無料
▽曲目 :団員と指揮者による独唱と合唱のコン

サー ト

◆広島大学東雲混声合唱団パス トラール定期演

奏会 第59回パス トラールコンサー ト

▽日時 :1月 21日017時
▽場所 :広島大学サタケメモリアルホール

▽入場料 :無料
▽曲目 :「谷川俊太郎の詩による近代混声合唱

曲ア 0ラ 0カル ト」、企画ステージ他

◆酢だこ最初で最後の演奏会
▽日口寺: 2月19日(日)14日寺
▽場所 :東広島芸術文化ホールくらら
▽入場料 :無料
▽曲目 :混声合唱とビアノのための組曲 『夢の

意味』、混声合唱とビアノのための『初心のうた』

他
◆コール 0ロマンツェ第36回演奏会
▽日日寺:2月 26日(日)14口寺
▽場所 :広島県民文化センター ホール

▽入場オ斗:800円

▽曲目 :混声合唱とピアノのための 「この星の

上で」、ロマンツェ古関裕而を歌う他
▽賛助出演 :岩国混声合唱団

◆ Men's VOCal Ensemble“寺漢
"第

8回定期

演奏
▽ 日口寺: 2月 26日(日)14日寺

▽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

▽入場オ斗:900円
▽曲目 :松下耕作曲 「主は私の羊飼い」、R.

schumann伯 =[抽Ritorne‖e in canonischen

WeisenOp.65他

◆マツダ合唱団1lthコンサー ト
▽日日寺: 3月 4日 016日寺
▽場所 :広島県民文化センターホール

▽入場オ斗:800円
▽曲目 :Ola cieilo混声合唱作品集、混声合唱

曲集 「かなしみはあたらしい」他

◆広島女声合唱団 第 44回定期演奏会
▽日口寺:3月 19日(日)14口寺
▽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 :900円

▽曲目 :女声合唱とピアノのための 『じぶんの

ための子守歌』、女声合唱組曲 『遥かな歩み』、

詩編116他


