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第４回ヴォーカルアンサンブルコンテストinひろしま開催案内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　声楽アンサンブル部長　福原泰弘

　ヴォーカルアンサンブルコンテストが近づい　　The Billiard Ensemble

て参りました。第４回目の今回は３月14日に開　　安田学園安田女子高等学校音楽部Leniter

催いたしますが、今回は昨年より３団体増え、　　amante de musica

27団体の参加を得て開催いたします。審査員に　　ノートルダム清心中学校音楽部「マリアン」

は、本山秀毅先生（合唱指揮者・大阪音楽大学　　広島大学グリークラブＯＢ合唱団

教授・大阪音楽大学短期大学部副学長）、エリ　　　　　　　　　　　　コール・スローンチェＢ

ザベト音楽大学から佐藤恭子先生（ピアニス　　合唱団うたがき

ト・エリザベト音楽大学演奏学科教授）、木原　　Team Corsica

朋子先生（声楽家・エリザベト音楽大学演奏学　　◆午後Ｉの部（13 : 20～15 : 03）

科准教授）をお招きしております。　　　　　　　　ノートルダム清心高等学校合唱部「なでしこ」

　今年のアンサンブルコンテストも児童、中　　ポラリス散楽塾

学、高校、大学、一般部門から混声・女声・男　　合唱団Aurum

声・同声と様々な形態の合唱が、一つの舞台で　　広島大学合唱部きらり☆

競演するという、日頃あまり聴くことの出来な　　エリザベト音楽大学付属音楽園合唱団

い、贅沢な｜日となります。また、各団体の演　　　　　　　　　　　　　　プエリカンタンテス

奏後、その場で聞くことが出来る審査員の先生　　DAICHI

からの講評も大きな勉強になることと思いま　　広島文化学園短期大学専攻科声楽演奏専攻

す。是非、多くの皆さまにご来場いただき、客　　安田学園安田女子高等学校音楽部4ever･

席からコンテストを盛り上げてくださいますよ　　◆午後IIの部（15 : 18～17 : 14）

うお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　混声ぽっきり

　《開催要領》　　　　　　　　　　　　　　　　　Team Terra-quam

会　場：エリザベト音楽大学セシリアホール　　　こじやりが特戦隊

開　演:10時　終演予定:18時15分　　　　　　　The Sweet Resonance

入場券：前売券800円　当日券1000円　　　　　　　コーラスグループ☆ベガ

　〈出演団体（出演順）》　　　　　　　　　　　　　スターボーイズ

◆午前の部（10 : 15～12 : 24）　　　　　　　　　広島大学グリークラブＯＢ合唱団

合唱団ぬいぐるみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コール・スローンチェＡ

女声ぽっきり　　　　　　　　　　　　　　　　　　コール・ビビッド

Sonora　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sicut lillium
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2010こどもコーラスフェスティバルに向けて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島県合唱連盟理事長　内田陽一郎

　広島市は今年被爆65周年目を迎える。これま　　聖堂）でのコンサートの企画も進んでいる。他

で頑なに口を閉ざしていた被爆者たちも、この　　にも台湾から柴星少年少女合唱団が招待され

悲惨な体験を風化させまいと自ら証言者となり　　る。中国支部は各県｜団体参加枠の特別措置を

語り部となって活動を続けているが、平和のメ　　受け、県連｜団体の枠を有効に活用すべく、こ

ッセージとして、次世代を担うこどもたちの歌　　の機会に多くの少年少女合唱団に参加を呼びか

声をひろしまから響かせ、発信しようと、県連　　け、特別合唱団voice of Young in Hiroshimaを

では「こどもコーラスフェスティバル開催」を　　編成し、指揮者に先般の合唱講習会でご指導い

全日本合唱連盟に呼び掛け承認された。これに　　ただいた鈴木憲夫先生を迎え「くじらのなみ

弾みを得て中国支部一丸となって取り組みを深　　だ」「宇宙に愛を」の二曲に取り組む。県内の

め、県連では現在、広島市民局文化課との協議　　児童合唱団体から80名に及ぶ参加希望があっ

も進めているところである。昨年暮れも押し迫　　た。この大会のもう一つの特徴である“アトリ

った頃、全日本合唱連盟事務局長の田辺氏と梅　　エ”ではフィンランド出身の合唱指揮者ヴァル

田事業課長が広島入りし、会場となる国際会議　　ヴァンヌ女史のご指導を始め、優れた合唱指揮

場フェニックスホールを視察され、具体的に運　　者の分科会が開かれる。この機会に多くの合唱

営プランが始動しはじめた。招待合唱団の選定　　指揮者の聴講をお勧めしたい。全日本合唱連盟

に及んでは、丁度開催時期に日本縦断ツアーで　　主催の当事業が、有意義な大会となるよう、成

来日することになっているフランスのリヨン少　　功へ向けての主管県としての取り組みに、連翌

年合唱団の招聘が適い、願ってもない幸運に喜　　会員諸氏のご協力ご支援を呼び掛けたい。

びを隠せない。広島司教座聖堂（幟町平和記念
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楽しくも、緊張感溢れる二日間～平成21年度合唱講習会終わる～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修部　亀井晴美
　去る２月６日・７日の２日間、福山と広島の

２会場で合唱講習会が開かれた。広島の地を離

れ他都市で開催される初めての講修会であっ

た。

　講師は作曲家・鈴木憲夫先生。<永訣の歌〉

などの作品によるこちら側の勝手な想像からは

およそ遠いオヤジギャグの好きな活力溢れる愉

快な先生で、講習会は沸きに沸いた。

　特に福山での講習会・クリニック会場は、目

も耳も「一言も漏らさじ」とばかりの緊張感に

溢れていた。

　講習会は２日間で230名（福山100、広島130）

コーラスクリニックは４団体・137名が受講。

両会場とも非加盟団体からの参加があり、そし

てまたクリニックの聴講者が150名と例年にな

く多かったことは特筆すべきことと思う。

　｜月20日の募集締め切りも過ぎ、いろいろ手

を尽くすが受講者の数が伸びなやむ中、朝日新

聞２月４日の朝刊に「講習会の開催と募集」の

記事を掲載していただいた。反応は早かった。

問い合わせの電話が鳴る！鳴る!!その数20件あ

まり。最終的には10名が参加された。その中に

　「坂村真民先生にわが名をつけていただいた。

是非鈴木先生にお会いしたい｡」｛坂村真民氏は

　<二度とない人生だから〉の作詩者で詩人。

　（作曲は鈴木憲夫先生）平成18年97才の天寿を

全うされ、昨年生誕100年祭が行われた｝。ご本

人は音楽の分野とは異なり絵や俳句をたしなま

れる方の参加であった。「新聞の力」は大き

い！人と人を結びつける！他の方からは鈴木先

生との関わりなど聞かせていただいたり、「さ

すが新聞」とその力を実感させるものであっ

た。

　かくして21年度の講習会は終わった。来年度

はサテ!?腕のためしどころか？

　ご協力ありがとうございました。

「福山初！ビバ！合唱講習会！」

　　　　　　　　　　東部地区担当　輛川司

　２月６日（土）快晴　福山リーデンローズにて東

部地区初めての合唱講習会が開催されました。

　『期待ワクワク、胸ときめき…』午後２時内

田理事長のご挨拶に始まり、谷副理事長のご紹

介で「鈴木憲夫先生　ピアノ加島裕子」両先生

のご登場。『親父ギャグ講座』も数分あり、初

対面の私達の緊張感を解きほぐす絶妙の話術。

いざ、レッスンに入ると、「言霊」を操るが如

くの指揮とご指導に感銘。美しい旋律と　作曲

家としての作曲技法・曲への想い、ユーモアを

交えながらとても解かりやすく、やさしいお言

葉でご指導戴き、本当に幸せな合唱講習会の四

時間半でした。

　「東部地区初開催」でのハードルは、「合唱講

習会とは？どういう事をするのか？」「コーラ

スクリニックとは？」そう言う初歩的な説明か

らしなくてはならなかった事…。結局、説明不

足な面が多々あり、参加者の増員には繋げる事

が出来ず、努力不足を反省致しております。し

かし、県達非加盟団体も３団体、福山での講習

会にご参加戴きとても有り難くうれしい事でし

た。不慣れな事が多く、鈴木先生をはじめ、ご

参加の方々には、ご迷惑やご不便をお掛け致し

た事も多々あったのでは…？と、次への課題と

して取り組ませて戴きますので、今後ともよろ

しくお願い申し上げます。

　最後に２月15日更新の鈴木憲夫先生のホーム

ページにて福山城の写真と「福山市・広島市で

の合唱講習会の講師として招かれました。　２日

間に亘り、熱心な皆様と楽しい時を過ごしまし

た｡」と掲載戴いておりますことを紹介します。
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合唱講習会・コーラスクリニックに参加して

　　　　　　尾道女声合唱団まどか　石崎幸枝

　どの楽曲も慈愛あふれ、いつもやさしく癒さ

れる！そんな曲を生み出される作曲家ってどん

な方なのだろう？と色々想像し直接指導してい

ただく喜びでわくわくしながらりーデンローズ
に集合。期待通りスマートな紳士の鈴木先生、

加えてとてもまじめそうなのに、いきなり発声

で笑うことを実践され、いつも用意されている

ネタ帳よりダジャレを何発かで、すっかり心を
つかまれてしまいました。先生も合唱団をお持

ちで必ず笑わせておられるとのこと。指揮ぶり
も素晴らしく、解りやすく、女声合唱組曲“ほ

ほえみ”より３曲をかなり細かく、作曲家なら

ではの視点で教えていただきました。続いてコ

ーラスクニックを“まどがで受けました。今
まで先生の曲は皆大好きで“まどがにぴった

りの楽曲だと演奏してきました。今回の２曲も

直に作曲家御自身の貴重な御助言をいただき、

今後の曲づくりに役立てたいものと思っていま
す。こういう有意義な企画は是非続けて下さ

い。多くの合唱団に是非体験して欲しいもので

す。本当にありがとうございました。

ﾗ　H4　号 （３）

初開催の福山会場での合唱講習会の様子

第２回総会報告と平成22年度春季総会ご案内

　｜月17日(日)午後｜時30分から広島国際

会議場会議運営事務室において平成21年

度第２回総会を開催しました。広島県合

唱連盟では、例年春季総会を４月に開催

し、前年度の事業報告と決算報告、当該

年度の事業計画と予算などについてお諮

りしていますが、２年に｜度、春期総会

に先だって役員改選のための総会を開催

しており、今年度がそれに当たります。

今回の総会では、①平成21年度中間事業

報告　②役員改選　③平成22年度事業計

画が審議され、その他各専門部からのご

案内とこどもコーラスフェスティバル、

創立50周年記念事業、加盟合唱団からの

お知らせコーナーの後、閉会しました。

　平成22 ・ 23年度の役員が右表のように

決定いたしました。

　加盟団体には既にご案内済みですが、

平成22年度春季総会・懇親会は、４月18

日(日)午後｜時30分から<広島国際会議場

コスモスの間〉で開催します。加盟継続

の手続きは３月末までの書類送付、４月

末までの連盟費納入で完了いたします。

総会の出欠の葉書返信も含めて、お忘れ

なきようお手配ください。

　新規加盟希望の団体は県合唱連盟事務

局までご一報下さい。(082-230-2937)

　　　　　　事務局長　谷千鶴子

平成22年度役員
。回復‘’職自大者宋コ 裁言言名ｇ 尚尚灘萬を咄団等｜

理事・名誉会長 山本　定男

顧問

木端　良雄

山岸　靖

塩出　興二

理事長 内田　陽一郎 学識経験者、中国支部理事

副理事長

大上　義輝 広島合唱同好会
門野　光伸 ＮＤ清心高等学校合唱部、中国支部理事

谷　千鶴子 広島ジュニアコーラス、事務局長兼務

監事
近藤　久子 (東城コールエコー)

三好　剛 (東広島混声合唱団)

尚尚祖繊部r訓復職名一一 示現呂 者巾 ⊇………詣曝事担当會曝団書目ピ。1

研修部
部長 亀井　晴美 広島女声合唱団

副部長 辰見　裕行 混声合唱団グリーンエコー

おかあさん

コーラス部

部長 増井　憲治 広島中央合唱団

副部長 山野上　純子コール・ブルーメ

コンクール部
部長 原田　典枝 ぱすてる６とおん

副部長 国分　裕 広島メンネルコール

フェスティバル部
部長 岩崎　美保子フェミニンコール広島

副部長 竹本　輝男 広島市役所合唱団

声楽アンサンブル部
部長 福原　泰弘 合唱団ある

副部長 岡村　要 安田女子高等学校音楽部

広報部
部長 大石　啓造 マツダ合唱団

副部長 門野　光伸 ＮＤ清心高等学校合唱部

ハーモニー部 部長 川上　充子 フラワーコーラス

特別事業部 部長 大上　義輝 広島合唱同好会
呉地区担当 山本　芳明 呉混声合唱団

県東部地区担当 新川　司 混声合唱団コア・リーデンローズ

創立50周年記念事業担当委員長 山本　定男 学識経験者

事務局長 谷　千鶴子 広島ジュニアコーラス

事務局次長 足利　悦子 The Sweet Resonance

事務局次長 河野　迪子 学識経験者

事務局次長 谷　信義 学識経験者
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第33回全日本おかあさんコーラス中国支部広島
大会開催のご案内（略称おかあさん広島大会）
　　　　　おかあさんコーラス部長　増井憲治

　おかあさんの夢と希望が謳いあげられる第33
回おかあさん広島大会は来る６月27日（日）広島国
際会議場フェニックスホールで開催致します。
県内の合唱をこよなく愛するおかあさんが、多
数参加されることを心から期待いたします。な
お、大会までのスケジュールは
　３月20日出参加申込書発送
　４月23日廊締切り
　５月８日吐）打合せ会（出演順抽選会）
を予定しています
　講評・選考委員（順不同敬称略）は下記のと
おりです。今年も２名の県外の方を含め合唱に
精通された講評・選考委員の先生方をお招きし

ております。
清水雅彦　合唱指揮者・都留文科大学教授
上月　明　合唱指揮者・岡山県合唱連盟理事長
榊原　哲　声楽家・合唱指揮者・エリザベト音
　　　　　楽大学非常勤講師
小玉　妙　声楽家・広島文化学園大学非常勤講
　　　　　師
魚住　恵　ピアニスト・エリザベト音楽大学。
　　　　　広島文教女子大学各非常勤講師
問い合せ先
〒739-0266　東広島市志和町奥星目42増井憲治
�:090-2143-4999
E-mail:fwhx2086＠m b.fnfoweb.ne
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翻郷
◆安田学園安田女子高等学校音楽部スプリングコンサート
　●･日時：３月27日(土)14時
　●･場所：安田リヨウ記念講堂
　S･･入場料：無料
　●･曲目：源田俊一郎編曲｢ふるさとの四季｣、平成22年度全
　日本合唱コンクール課題曲FI他
　●･賛助出演：安田女子中学校合唱部、ＯＧ有志
◆第15回ひらのファミリーコーラスコンサート
　●･日時：４月18日(日)14時
　●･場所：広島県民文化センターホール
　●･入場料：無料
　加･出演団体：大竹女声合唱団、コール・マイン黒瀬、コー
　ロ・ナトゥラーレ、女声合唱団いろは、コーロ・デ・ヒラソ
　ル、他全13団体
◆比治山女子中学高等学校合唱部第16回定期演奏会
　●･日時：４月25日(日)14時
　加･場所：広島市南区民文化センター大ホール
　●･入場料：無料
　●･曲目：現代のアカペラ曲、谷川俊太郎の詩によせて、ポピ
　ュラーステージ他
◆広島ジュニアコーラス創立30周年記念第18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
　･･日時：４月25日(日)14時
　●･場所：広島国際会議場フェニックスホール
　●･入場料：前売券1000円(当日券1500円)学生券600円
　●･曲目：峯陽作詞｢宇宙に愛を｣、鈴木憲夫作曲・初演指揮

　女声合唱曲集｢ほほえみ｣他
　●･特別出演：山本観山(尺八)諸木十二神祇子ども神楽他

◆コール・ブルーメ第７回演奏会
　●･日時：４月29日哨13時30分
　･･場所：アステールプラザ大ホール

　●･入場料:900円
　●曲目：寺山修司の詩による６つの歌｢思い出すために｣、
　女声合唱組曲｢心の四季｣他
◆広島オルフェオン第26回演奏会
　●･日時：５月２日(日)17時
　●･場所：西区民文化センター・ホール

　●･入場料:800円
　●･曲目：オルフェオン愛唱曲集・ディズニー名曲集・月下の

　一群
　●･賛助出演：崇徳高校グリークラブ
◆第４回廿日市市合II祭
　●･日時：５月16日(日)12時
　●･場所：はつかいち文化ホール(さくらぴあ大ホール)

　●･入場料：無料

　●･出演：廿日市市内で活動する24合唱団

◆第49回広島合唱同好会定期演奏会

　●･日時:5月30日(日)14時

　●･場所：アステールプラザ大ホール

　●･入場料:900円

　●･曲目：池辺晋一郎作品集｢つくる｣、｢走る｣、新実徳英作

　品集｢なぎさ道｣、｢聞こえる｣他

◆設立10周年記念混声合唱団コア・リーデンローズ第４回定期

　演奏会

　●･日時：５月30日(日)14時

　●･場所：ふくやま芸術文化ホール　リーデンローズ

　●･入場料:900円　中学生以下無料

　●･曲目：混声合唱とピアノのための

　ジ「こうもり」のワルツ他

◆広島中央合唱団第45回定期演奏会

　●･日時：６月６日（日）14時30分

｢信じる｣、企画ステー

　●場所：廿日市市さくらぴあ大ホール

　･･入場料:1200円

　･･曲目：オルフ作曲「カルミナ・ブラーナ」

◆合唱団ある第24回定期演奏会

　●･日時：６月12日（土）18時30分

　●･場所：アステールプラザ大ホール

　●･入場料:1000円（中学生以下無料）
　●･曲目：欧米の宗教的合唱作品からKomm､Jusu､komm、

　ing Grace、無伴奏混声合唱のために「廃墟から」他

◆混声合唱団グリーンエコー15周年記念演奏会

　●･日時：６月27日（日）13時30分

Ａｍａｚ-

･･場所：はつかいち文化ホール（さくらぴあ小ホール）

●･入場料：無料

●･曲目:Panis Angelicus、組曲「水のいのち」より海よ、天

まで届け、信じる、HeyJude他

広島県合唱コンクール開催のお知らせ
　　　　　　　　　コンクール部長　岩崎美保子

　平成22年度、第49回広島県合唱コンクールを
下記のとおり開催します。奮ってご参加くださ
い。なお、開催要項および参加申込書は広島県
合唱連盟総会（４月18日）にて配布します。
日時：８月29日（日）10:30～17:00予定
会場：広島市安佐南区民文化センターホール
審査員（順不同・敬称略）：
　漂鳥　富雄　合唱指揮者
　山田　衝夫　中国支部副支部長・全日本合唱
　　　　　　　連盟中国支部副支部長
　伴谷　晃二　作曲家・エリザベト音楽大学大
　　　　　　　学院教授
　番場ちひろ　声楽家・エリザベト音楽大学大
　　　　　　　学院教授
　前田　麻紀　ピアニスト・エリザベト音楽大
　　　　　　　学非常勤講師
申込締切：５月27日南
説明会：７月19日（月・祝）安佐南区民文化セ
　　　　ンター大会議室
問合せ：コンクール部副部長　国分裕
　（TEL＆FAX　0829-56-2860）

E〉広報部連絡先
〒730-0852広島市中区猫屋町3-24-1404
広島県合唱連盟広報部　大石啓造
�＆図(:082-297-1181
E-mail:oishik＠mac.com
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