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平成22年度春季総会報告

　４月18日広島国際会議場コスモスの間で県連
春季総会が開催された。始めに谷事務局長から
連盟規約に則り総会設立宣言がなされ、配布資
料の確認の後、所定の議題に沿って議事進行が
行われた。まず犬上副理事長からの平成21年度
事業報告に続き、谷事務局長より収支決算書の
説明、報告があり、三好監事より会計監査報告
がなされた。　｜件の質疑応答の後、拍手多数に
より上記議題が承認された。次いで平成22年度
事業計画が門野副理事長より、収支予算案が事
務局長より資料を基に詳細な報告が行われた。
その中で、全日本合唱連盟会報「ハーモニー」
の講読数がかなりノルマを下回っているので、
講読数を増やす努力が必要であるという指摘が
なされた。また、会員より赤字予算を組んだ考
え方に対しての質問があったが、これは数年前
から多額の繰越金の扱いに関して議論があった
ので、事業運営に於いて、一層の質的向上を図
るための事業、例えば|）国際交流事業の実施
や合唱フェスティバルの講評者やコンクールの
審査員を県外から招聘する。2）合唱講習会に
力を注ぎ、採算を度外視して、会員相互の研修
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　　　　　　　　　　　　理事長　内田陽一郎

の場をより充実させる。等々、質的向上に資す
る事業に繰越額を充当してきたが、今後もこの
方針で行きたい旨、理事長としての見解を述べ
た。それに対して、どの位の繰越金が妥当な線
なのかと言う質問がなされたが、これに関して
は今後の理事会で検討して行くことで質疑応答
を終え、事業計画案、予算案ともに拍手で以て
承認された。尚、補足事項として４団体の退会
があったが、新規加入がそれを上回ったため会
員数は増加傾向にあることが報告された。その
他の議題として、谷副理事長より「2010こども
コーラスフェスティバルinひろしま」につい
ての説明があり、19年ぶりに関東以外で、21年
ぶりに広島での開催となり、被爆65周年という
こともあり市との共催が決定した旨、報告され
た。続いて山本名誉会長より、広島県合唱連盟
創立50周年記念事業について準備の経緯や検討
中の事項などの説明がなされた。その後、各部
からの案内の後、新任理事４入の紹介に次いで
退任理事へ感謝の気持ちを込めて花束贈呈が行
われ、総会を終了した。
　（新任理事、退任理事挨拶を５ページに掲載）
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おかあさんコーラス中国支部広島大会を６月27日に開催

　　　　　　～広島国際会議場フェニックスホールにて35団体の出演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おかあさんコーラス部長　増井憲治
　毎年、初夏を飾る第33回全日本おかあさんコ

ーラス中国支部広島大会が６月27日（日）10時より

上記会場で開催されます。初出場（※印）｜団

体を含む35団体の明るく麗しいおかあさんの歌

声にコーラス仲間と共に奮って御来場いただき

ますよう御案内いたします。

　なお、出演団体は出演順に下表の通りです。

　又、講評委員として以下の先生方をお招きし

ております。（順不同、敬称、役職略）

０ :00~ Ｏ：１５

開会式
Ｏ：１

5~ ｜:54

｜ コール　ゆうかり（広島市）

２ コール・ブルーイン城南（福山市）

３ コーロ・ペルレ（広島市）

４ コーロ・ナトゥラーレ（広島市）

５ 東城コールエコー（庄原市）

６ 竹原コーラズそよ風”（竹原市）

７ 山陽高校PTA “スマイルコーラズ（広島市）

８ ラルモ二ーア・エテルナ（広島市）※

９ 上下コーラス（府中市）

10 プティフルール･アンサンブル（三原市）

目 マミーシャンテ（東広島市）

清水雅彦　合唱指揮者・全日本合唱連盟国際
　　　　　委員・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
急性　恵　ピアニスト・エリザベト音楽大学
　　　　　広島文教女子大学舎非常勤講師

目 :54～12:54

昼休憩

2:54～14:33

12 コール・ハウディ（広島市）

13 Ｐｕｒｅ（ピュア）（東広島市）

14 コーロ・デ･ヒラソル（安芸郡）

15 コールあい・向島（尾道市）

16 アンダンテ（広島市）

17 音の花束（広島市）

18 レディースコーラス虹（福山市）

19 フリージャ・コーラス（東広島市）

20 コーロ･フィオーレふるた（広島市）

21 東広島女声via Lactea （東広島市）

22 コール・マイン黒瀬（東広島市）

14:53～16:50

23 アンサンブル・ポケット（呉市）

24 フラウエンコール布野（三次市）

25 女声コーラス　ポコ・ア・ポコ（三次市）

26 コール・トロイメン（呉市）

27 尾道女声合唱団　まどか（尾道市）

28 コーラスりんどう（広島市）

29 ヴォーカル“夢”（竹原市）

30 大竹女声合唱団（大竹市）

31 コール・インウィ（呉市）

32 フェミニンコール広島（広島市）

33 広島女声合唱団（広島市）

34 コール・ブルーメ（広島市）

35 ぱすてる香とおん（広島市）
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2010こどもコーラス・フェスティバルinひろしま　のご案内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員会事務局　谷千鶴子
　被爆65周年を迎える今年、2020年までに地球
上から核廃絶を目指して、様々な会議やイベン
トが広島で計画されています。

　　「2010こどもコーラス・フェスティバルin
ひろしま」は24回目を迎える少年少女合唱祭全
国大会でもあり、松山での第５回大会以後は、
19年間東京周辺での開催が続きました。
　平成元年に第３回大会が開催されて以来、21

年ぶりに広島で開催されるこの大会は、まさに
平和の象徴、こども連の澄んだ美しい歌声と笑
顔が溢れる大会です。全国からテープ審査で選
ばれた15の合唱団と海外から参加する３カ国の
合唱団が、それぞれの演奏と４つのグループに
分かれて前日に練習したアトリエでの成果を披

露してくれます。アトリエを担当する講師の先
生方は、伊東憲司先生、松下耕先生、サンナ・
ヴァルヴァンヌ先生、シャン・フランソワ・デ
ュション先生です。フィンランドの合唱指揮者
ヴァルヴァンヌ先生は編曲も手がけ、歌い手で

もあり、ダンスの名手で、体と心を使う独特の
メソッドを駆使してこども連を魅了し、短時間
で素晴らしい演奏者に仕立て上げてしまいま
す。デュション先生は、1200年の伝統を持つ有
名なフランスのリヨン大聖堂聖歌隊の指揮者と
して世界を駆け回っておられます。

　国内の合唱団も北は関東の茨城県、南は沖縄
から初参加の２団体、広島からは安田女子中学
校合唱部と県連加盟の児童合唱団５団体の合同
合唱団voice of Young in Hiroshimaが、作曲家
の鈴木憲夫先生の指揮で、「くじらの涙」と
　「宇宙に愛を」を演奏します。ぜひ、応援して

ください。圧巻はフィナーレで700人を超える
こども連による松下耕先生指揮による、三群の
合唱によるDona NobisPacem （主よ我らに平和
を与えたまえ）です。人類初の被爆地である広
島にこども連のこの祈りの歌がフェニックスホ
ールいっぱいに響くとき、爆心地に近い平和公

園周辺で犠牲となり眠る人々、取り分け幼くし
て尊い命を夫ったこどもたちの御霊が、この美
しいハーモニーを楽しみ、共に戦争の無い平和
な世界を願って、唱和してくれることと想いま

す。
　７月３旧は午後｜時からの開会式に続き、全
員合唱練習と全団体が４つのアトリエに分かれ
て受講します。フェニックスホールでの松下耕
先生のアトリエ（定員150名）とアステールプ
ラザオーケストラ等練習室でのデュション先生
のアトリエ（定員40名）に限り、聴講希望者の
申し込みを受け付けます。受講料は無料です。

聴講希望の方は、往復葉書に①住所②氏名③連
絡先電話・ファックス・メールアドレス④聴講
希望教室を明記の上、〒731-O136　広島市安佐
南区長東西｜－13－19　谷千鶴子内　広島県合
唱連盟事務局　迄お申し込みください。折り返

し、返信用の葉書に聴講許可証を印刷し郵送い

たします。（聴講許可証が無いと入場できませ
ん）
　８月｜日（日）は大会前に、平和資料館前で８時
45分から９時迄平和のセレモニーを行います。

参加18団体のこども連が集い、慰霊碑に向かっ
て「広島平和の歌」を浅井敬愛全日本合唱連盟
理事長の指揮で歌い、各団のこども２名が慰霊
碑に花と折鶴を捧げます。大会開演は10時、開
場は９時30分です。広島消防音楽隊によるファ

ンファーレに続き、18団体の代表がプラカード
と千羽鶴を手に入場行進をして、華やかに開会
します。各ブロック各団の演奏に続き、アトリ
エの発表演奏が続きます。出演団体（出演順）
は以下のとおりです。
出演団体（県・指揮者）

Ａブロック（10時50分～12時10分）
①宝塚少年少女合唱団（兵庫・笠原美穂）
②山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
　　（鳥取・原礼子）
③かしま少年少女合唱団「虹Kids」
　　（茨城・石川康子）
④安田学園安田女子中学校合唱部

　　（広島・吉野谷直子）
⑤広東実験中学校合唱団（中国・謝明晶）
　アトリエ：松下教室発表・休憩（70分）
Ｂブロック（13時20分～14時40分）
⑥善通寺少年少女合唱団（香川・本岩潤子）
⑦首里少年少女合唱団（沖縄・砂川正子）

⑧佐々町少年少女合唱団（長崎・寺崎純子）
⑨voice of Young in Hiroshima
　　（広島・鈴木憲夫）
⑩台北条星合唱団（台湾・戴恰音）
　アトリエ：ヴァルヴァンヌ教室発表

　　　休憩・25分
Ｃブロック（15時05分～16時05分）
⑥倉敷少年少女合唱団（岡山・難波夕鼓）
⑩ジュニアコーラス「美」（沖縄・大嶺弥生）
⑩益田市ジュニア合唱団（島根・永田聖子）
⑩アンジェルス児童合唱団（大分・飯倉貞子）

　アトリエ発表：伊東教室　休憩・25分
Ｄブロック（16時30分～18時）
⑩ことり児童合唱団（干葉・高橋真知子）
⑩サビェル記念聖堂少年少女合唱団“ステデ’
　　（山口県・桑原智恵）

⑩ＮＨＫ福岡児童合唱団MIRAI
　　（福岡・大庭尋子）
⑩リヨン少年合唱団
　　（フランスJean-F.DUCHAMP）
　アトリエ発表:DUCHAMP教室
全員合唱　指揮：松下耕

　客席数1500名の広島国際会議場の半分は出演
者18団体のこども連で埋まります。チケットは
一般|､500円、中学生以下500円（全席自由税
込）で、ハーモニー春号35頁で紹介されている
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ように６月｜日から７月16日まで、全日本合唱

連盟事務局で申し込みを受け付けています。

　広島の実行委員会では、国際大会でもある折

角の広島でのこの大会を皆様に楽しんでいただ

くために、特別に開催地枠をいただき独自に、

前売り入場券を販売いたします。広島国際会議

場フェニックスホールで６月27日（日）に開催され

る「第33回全日本おかあさんコーラス中国支部

広島大会」の総合案内で販売いたします。

　数に限りがあります。早めに購入ください。

　問い合わせ先　広島県合唱連盟事務局

　電話:082-230-6065

　　コガ回ご言二こ二ご二ごこご言言次回ここごここ二二六、
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　リヨン少年合唱団（フランス）歓迎会

　　　　　　　　　　　実行委員　岩崎美保子

　　「2010こどもコーラス・フェスティバルin

ひろしま」参加のため、７月28日南に広島入り

するリヨン少年合唱団の歓迎会を広島市祇園公

民館（共催）で午後６時30分より開催いたしま

す。祇園公民館は昨年、ビクトリア合唱団（グ

アテマラ）エレルヘイン少女合唱団（エストニ

ア）の歓迎会を公民館自主グループの協力で開

催し、学習会や千羽鶴作成、パーティーの食事

つくりなど、大勢の皆さんの協力と参加で素晴

らしい交流会になりました。また、お返しに

と、両団が素敵な演奏をプレゼントしてくださ

り、会場につめかけた方々は大喜び!!今回もパ

フォーマンスが期待できるでしょう。皆さま是

非ご参加ください。また、今回も千羽鶴を贈呈

したいと思います。作成にご協力をお願いしま

す。詳細はこどもコーラス実行委員会事務局よ

りお知らせいたします。

の皆様には、合唱団でまとめて申し込んでいた

だくことに致しました。一般券｜校|､500円で
す。また高校生以下の学生券は｜校|､000円で

すが、150校の限定とさせていただきます。当

日券も若干用意致しますが、｜校2､000円です。
　この機会に広島ではなかなか聴くことの出来

ない、世界のトップレベルの演奏をお楽しみく

ださい。多数の皆様のご来場をお待ち致してお
ります。
入場券中込先:〒730－0804

町3 － 7 －405　川上充子内

団演奏会実行委員会

広島市中区広瀬
リヨン少年合唱

いでλＪうヌ・

　　　フバＧいぐ･レ

　/゛゛へ　　　　　i回ひlしま

レづレフ

平成22年度 広島県合唱連盟国際交流事業

　　　　くリョン少年合唱団世界平和記念聖堂演奏会〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　副理事長　門野光伸
　リヨン少年合唱団は、799年にカール大帝に
より創設された1300年の歴史を持つ合唱団で

す。フランスはリヨン大聖堂の聖歌隊を務め、

教会音楽やフランス・ヨーロッパの民謡などを
レパートリーとしています。

　昨年、エリザベト音楽大学学長の川野先生よ

り、リヨン少年合唱団から、広島で演奏会を持
ちたいという依頼があるとのお話を伺い、聴か

せていただいたＣＤは、団長で指揮者の」．Ｆ．

ドウシャン氏に率いられた、目歳から25歳まで
の男子ばかりの素晴らしい合唱でした。（今、

世界でも男子のみのこのような合唱団は少なく

なっています｡）

　この度、こどもコーラスフェスティバルの海
外招聘団体として出演が決定し、それに伴い、

その前日、世界平和記念聖堂において演奏会を

開催する運びとなりました。
　演奏予定曲は、0.ラッソ、C.グノー、Ｌ､バ

ーンスタインの作品をはじめ、黒人霊歌やシャ

ンソンなど、多彩で魅力的なプログラムです。

また、ピアニストでオルガニストでもあるＴ．
ルップ氏のパイプオルガン独奏も楽しみです。

　只今、準備を進めているところですが、チケ

ットにつきましては、広島県合唱連盟加盟団体
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～子どもたち一人ひとりを輝かせるために～

　　　　　　　　　　　　サンナ・ヴァルヴァンヌ指導者合唱講習会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員会事務局　谷千鶴子
　７月30口吻午後２時～４時30分まで、アステ

ールプラザの多目的スタジオで、指導者合唱講

習会を開催します。講師のサンナ先生は、フィ

ンランド・タピオラ合唱団で13年の団員活動

後、発声指導と指揮者助手を５年間務め、1998

年ヘルシンキのシベリウス･アカデミーで音楽

修士を取得しました。

　“創造的な合唱指導一心と体での音楽作り”

という革新的な指導で世界中に知られています

が、この指導法は、彼女の音楽・ダンス・演劇

における経験から編み出されています。動きと

ドラマを一体化して声と共に表現する方法は、

感動を与えます。 1994年以来、講習会講師、客

演指揮者として各地に招かれ、この手法で感動

を分かち合っていますが、第８回世界合唱シン

ポジウムにも招待講演者として参加し、世界合

唱連盟の「Song　Bridge歌の架け橋」コミティ

ーメンバーにも選ばれました。受講料は、一般

1000円、高校生以下500円です。通訳がつきま

すので、安心してご参加ください。詳細は広島

県合唱連盟ホームページをご覧ください。

http://www.megaegg.ne.jpΛhca/

♪合唱の祭典「合唱フェスティバル2010」

　　　　　　フェスティバル部長　岩崎美保子

　合唱フェスティバルを来る10月17日(日)ALSOK

ホール(広島県立文化芸術ホール)にて開催し

ます。今回は各ブロックごとに出演団体全員に

客席に着席していただき、ステージ上で演奏順

の抽選をし、その結果に従って演奏をしていた

だきます。客席からステージに上がり、演奏が

終わったら客席にもどり、それぞれのブロック

の演奏を鑑賞します。児童・女声・男声・混

声、多部門よりの出演が期待されるフェスティ

バルに新たな合唱の風を吹かせましょう。

★参加案内、要項及び申込書は６月下旬、郵送

　にて各団の代表の方に発送致します。

★申し込み締め切り日は８月10日(火)です。申込

　順に希望ブロツクヘ入れさせて戴きます。

★説明会は９月５日(日)13:30～15:30　アステ

　ールプラザ・大会議室にて行います。

★講評者には、県外より、森ミドリ(作曲家)、

　石橋久和(合唱指揮者)、県内より、小野村

　和弘(声楽家)、岡田陽子(作曲家)、松井芳

　子(ピアニスト)、門野光伸(広島県合唱連

　盟副理事長)、以上の先生方をお迎えします。

　皆様方のご参加をお待ち申し上げます。

第49回広島県合唱コンクール♪ご案内!!

　　　　　　　　　コンクール部長　原田典枝

　８月29日（日・午前10時30分開演）に開催さ

れる第49回広島県合唱コンクールは昨年と回様

広島市安佐南区民文化センターホールに於いて

次の16団体の参加を得て今年も本大会を目指し

熱いステージをお楽しみ頂く事となりました。

出場団体の皆様の美しいハーモニーを共に応援

できます様ここにご案内申し上げます。

出場団体（届出順）

　（中学校）東広島市立高屋中学校合唱部

　　　　　広息女学院中学校合唱部

　　　　　安田学園安田女子中学校合唱部

　　　　　ノートルダム清心中学校音楽部

　（高校Ａ）広息女学院高等学校音楽部

　　　　　安田学園安田女子高等学校音楽部

　　　　　ノートルダム清心高等学校合唱部

　（高校Ｂ）比治山女子高等学校合唱部

　　　　　崇徳高等学校グリークラブ

　（大学）　広島大学コール・ビビッド

　　　　　広島大学ヴォーカル。

　　　　　　　　　　　アンサンブルDA　DAN

　（職場）　広島市役所合唱団

　　　　　マツダ合唱団

　（一般Ａ）合唱団うたがき

　　　　　Men’svocal Ensemble “寺漢”

　（一般Ｂ）合唱団ぽっきり

入場料　前売り800円　当日999円

　　　　　　　　　　　　　　　（小学生500円）

お問い合わせ　コンクール部　原田

　　　　　　　　　　　　　　（082-843-2313）

※大会当日は駐車場が大変混雑します。ご来場

の方は公共交通機関をご利用ください。

　（アストラムライン中筋駅より徒歩３分

　　　　　ＪＲ可部線古市橋駅より徒歩10分）
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～新任理事ご挨拶～　　　　　　　～退任理事ご挨拶～

コンクール部長

ぱすてる６とおん　原田典枝

　合唱の喜びをコンクールと

いうステージでより美しく響

かせて頂ける様にお手伝いで

きればと思っています。初め

ての任務に戸惑う事ばかりですが何卒よろしく

ご協力下さいます様お願い申し上げます。

声楽アンサンブル部副部長
安田学園安田女子高等学校

音楽部　岡村要

　今年度から、ヴォーカルア

ンサンブルコンテストの副部

長を務めさせていただくこと

になりました。ここ数年で参加団体も増し、県

連の事業でも元気のあるコンテストです。高校

の大先輩である、福原部長とともにコンテスト

が更に発展するよう微力ながらお手伝いさせて

いただきます。ご指導・アドバイスのほど、よ
ろしくお願いいたします。

フェスティバル部副部長

広島市役所合唱団　竹本輝男

　連盟の仕事は全く初めてで

すので、よろしくご指導下さ

るようお願い致します。これ

を機会に、合唱人口を増やす

にはどうすればいいのか、皆さんのお知恵をい

ただきながら考えて行きたいと思っています。

コンクール部副部長

広島メンネルコール　国分裕

　昨年度、コンクール部副部

長担当の理事を拝命し今年度

も引き続き担当いたします。

合唱コンクールには、多くの

団体に参加して頂きたいと思いますが、参加さ

れない合唱団の皆さんにも当日は会場にお越し

頂き、大会を盛り上げてくださいますようお願

いします。

呉地区担当理事

呉混声合唱団　山本芳明

　このたび、呉地区の理事に

就任いたしました。ｲ可分未熟

考ですが、よろしくお願い致

します。私は、宝石貴金属の

職人ですが、趣味として、ギターも作っていま

す。呉混声合唱団の団長をしていますが、団員
を増やしつつ、音楽の向上に努め、合唱の楽し

さを、皆様と味わいたいと願っています。

広島同志社混声合唱団　楠原通弘

　フェスティバル部を６年間担当を致しまし

た。当初２期４年で退任の予定でしたが、公私

共にお世話になっている内田陽一郎先生が理事

長に就任された事でもう｜期２年担当を致しま

した。合唱連盟は大きな組織であり、各合唱団

から出られている理事のお働きで運営をされて

居りますので、何卒皆様の連盟へのバックアッ

プをお願い致します。

コラルエリザベトマファミーユ　村田華枝

　声楽アンサンブル部副部長として、微力なが

ら３年間お世話をさせて戴きました。少人数で

ハーモニーを競い合う、ヴォーカルアンサンブ

ルコンテストも４回目を終え、やっと軌道にの

り好評をいただける迄になりました。部長、諸

先輩の御指導、皆様の御協力と応援をいただい

た賜と心から感謝申し上げます。様々な貴重な

経験と出会いを有難うございました。広島の合
唱界の益々の御発展を祈念しつつ退任の挨拶と

御礼を申し上げます。

コール・トロイメン　野城博子

　｜期２年と云う短い間でしたが、諸先輩方に

御指導頂き、何とか任期を終える事が出来まし

た。県連理事の皆様が、行事ごとにそれぞれの

分野で一生懸命運営に携わっておられるのを拝

見し、感謝の想いが一層深くなりました。貴重

な経験を本当にありがとうございました。

大竹女声合唱団　河野英子

　４年間の短い期間でしたが、合唱フェスティ

バルの副部長として、皆様と共にひとつの行事

を成功させる喜びを経験させていただき感謝で

した。これからも益々合唱連盟が発展し、コー

ラスの輪が広まっていきますよう心からお祈り

いたします。



（６）　　　　　　　　　　　　ア　カ　ペ

ヴォーカルアンサンブルコンテスト開催結果

　　　　　　声楽アンサンブル部長　福原泰弘

　去る３月14日（日）「第４回ヴォーカルアンサン

ブルコンテスHnひろしま」を27団体の参加

のもと、エリザベト音楽大学セシリアホールに

て開催いたしました。年々レベルが上がり、出

演者にとっても、聴衆にとってもスリリング

な、歌い応え、聴き応えのあるコンテストとな

りました。優秀賞・特別賞を受賞した団体は以

下の通りです。（出演順）

団体名 部門 特別賞

安田学園安田女子高等学校

音楽部Leniter

女声

高校

広島大学グリークラブ

ＯＢ合唱団

コール・スローンチエＢ

男声

一般
エリザベト賞

Team Corsica
男声

一般

DAICHI
　　同声

児童・一般

ノートルダム清心高等学校

合唱部「なでしこ」
女声
高校

エリザベト音楽大学

付属音楽園合唱団

プエリカンタンテス

　　同声

児童・一般

安田学園安田女子高等学校

音楽部4ever
女声

高校

混声ぽっきり　　　　　， 混声

一般

Ｔｅａｍ Ｔｅｒｒａ-ｑｕａｍ
男声

一般
大賞

コーラスグループ☆ベガ 女声
一般

エリザベト賞

スターボーイズ
男声

一般

コール・ビビッド 女声
大学

　本年度は平成23年３月13日(日)エリザベト音大

セシリアホールにて開催予定です。奮ってご参

加ください。
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告知板
◆広島市役所合唱団第19回定期演奏会

　･･･日時：７月４日(日)14時

　●･場所：広島市西区民文化センターホール

　S･･入場料:　800円

　●･曲目：伴谷晃二作曲　男声合唱組曲｢光の

　錐｣、三沢治美作曲　男声合唱のためのヒッ

　トメドレー｢HANA｣、他

◆広島メンネルコール創立55周年記念第40回定

　期演奏会

　●･日時：７月目日(日)14時

　●･場所：　アステールプラザ大ホール
　･･･入場料:1000円

　･･曲目：多田武彦作曲男声合唱組曲｢中勘

　助の詩から｣、メンデルスソーン作曲

　　｢AdspiceDomine｣他

◆コーラスグループ　ラ♪ドルチェ

　10 th 記念コンサート

　●･日時：７月17日(土)17時

　加･場所：呉市つばき会館４階音楽ホール
　･･入場料：無料

　ト曲目：客演指揮　青山邦恵｢木下牧子アカ

　ペラコレクション｣より、ドルチェの歴史メ

　ドレー｢ララルーからふるさとの四季まで｣

　他

◆コール尾道30周年・尾道ジュニアコーラス

　20周年記念合同演奏会

　･･日時：８月８日(日)14時

　ド場所：しまなみ交流館テアトロ・シェルネ
　･･･入場料:1000円

　･･･曲目：風の谷のナウシカ、涙そうそう、い

　つも何度でも、カントリーロード、他

◆レディースコーラス虹25周年記念コンサート

　･･･日時：９月26日(日)14時

　･1場所：県民文化センターふくやま

　･･入場料:900円(中学生以下無料)

　ト曲目：北爪道夫作曲　女声｜少年少女｜の

　ための合唱組曲｢さる｣、企画ステージ(喜

　歌劇こうもりより)他

★編集後記★

　本号はこどもコーラスフェスティバル特集号

ということで６ページの特別版としました。是

非皆様、ご来場ください！

▽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　大石啓連

�＆FAX:082-297-1 181

E-mail:oishik＠mac.com
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