広合事Ｔ２２−１０
平成２２年６月３０日
広島県合唱連盟

加盟合唱団

各位
広島県合唱連盟
理事長 内田 陽―郎
事務局長 谷 千鶴子

2010こどもコーラス・フェスティバルinひろしま
チラシ送付のご案内と入場券販売協力のお願い
紫陽花の美しい季節となりました。
皆様におかれましてはますますご活躍のこととお慶び申し上げます。平素より広島県合唱連盟事業
にご協力ご高配をいただき厚くお礼申し上げます｡お陰さまで６月２７日に開催いたしました「第33
回全日本おかあさんコーラス中国支部広島大会」も盛会に終了する事が出来ました。
広島県合唱連盟では、被爆６５周年を迎える今夏、≪２０１０こどもコーラス・フェスティバルin
ひろしま＞を広島市と共催で開催するにあたり、実行委員会を組織して一丸となってこの大会の準備
を進めておりますが、１９年間東京周辺で開催されてきたこの大会が広島県内の皆様には他の全国大
会とは遠って馴染のないこともあり、出演団体の関係者からの申込は多くあったのですが、一般の方
たちの申込が少なく、心配をしております。
１９年間の東京開催では、固定ファンもいて今回の会場
よりも収容人員の多いホールが、沢山のお客様で埋まりましたが、今回は遠方の聴衆は多くはないと
思いますので、ぜひ、地元で会場を埋めたいと思っています。
海外から参加するフランスのリョン少年合唱団、中国の広東実験中学合唱団、台湾の台北条星合唱
団は、世界を代表する合唱団で、海外での合唱コンクールに参加し優秀な成績を収めています。
また、広島県から出場する安田学園安田女子中学校合唱団もコンクール全国大会での金賞受賞団体で
すし、県連特別合唱団のvoice
of Young in Hiroshimaの指揮は、作曲家の鈴木憲夫先生という滅多
に聞く事の出来ない演奏を披露してくれます。
東京の全日本合唱連盟本部での入場券売り上げが、開催地の関係で例年より遥かに少ないため、広
島県での入場券の販売数を増やして、聴衆を集めねばなりません。出演者の関係で８００席が埋まり
ますが、聴衆用の７００席のうち、広島での入場券販売数を４００枚に増やす事になりました。
広島市が共催という事で、予算組みをして資金的援助もいただいていることもあり、今後の県連事
業へのご協力をいただくためにも、会場を埋めねばなりません。
つきましては、大会のチラシを同封いたしますので、ぜひ、団員の皆様にご紹介いただき、海外か
ら、全国からテーブ審査で選ぱれたこどもたちの熱演に、会場いっぱいの聴衆の温かい拍手を贈るこ
とが出来ますよう、ご協力ください。
また、皆様に海外から参加のこどもたちが入場行進で使う千羽鶴作成のための折鶴をご協力いただ
くように、前回の６月初旬に発送しました文書と一緒に、返信用の封筒に折り紙２５枚を入れて、切
手も同封してお願いしましたが、まだ半分の団体から戻ってまいりません。お手数をかけますが、再
度、お確かめの上、至急お手配ください。今週末になっても届かない団体には、電話で再度、確認さ
せていただきます。

①②③④

また、前回もご案内しましたように、７月３１日には開会式に続き、出演する合唱団が４つのアト
リエに分かれて講師の指導を受け、翌日の大会で発表します。このアトリエのうち、２つのアトリエ
聴講を一般に公開いたします。松下耕先生、フランスのデュション先生の指導を無料で聴講できる滅
多にないチャンスです。聴講希望の方は、往復はがきに下記のことを明記の上。
731‑0136広島市安佐南区長東西1
−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アトリエ会場には入場できません)
住所
氏名
連絡先電話・ファックス・メールアドレス
聴講希望教室を明記
＊松下耕先生のアトリエ：フェニックスホール ２階席
１００名
＊ジャン・フランソワ・デュション先生のアトリエ アステールオーケストラ練習室 ４０名

入場券申込方法
１）合唱団ごとに同封の申し込み用紙に記入の上、代金と送料３８０円を郵便振替で送金してください。
入金を確認後、前売り入場券を郵送いたします。
入場券は 一般 １、５００円 中学生以下 ５００円 です。
２）申し込み受付は、郵送またはファックスで受け付けます。
０８２−２３０−６０６５
広島県合唱連盟事務局
３）４００枚が売り切れましたら、広島県連で購入できません。（現在２５５枚販売されてます）
ハーモ二−春号の入場券販売のページを参照して､全日本合唱連盟事務局まで､お申し込みください。
５）申し込み先

６）送金先

７３１−０１３６
広島市安佐南区長東西！−１３−１９
広島県合唱連盟事務局

谷

千鶴子内

郵便振替口座

番号 ０１３３０−２−８４６０５
名義 広島県合唱連盟事務局
振り替え用紙は、郵便局に備え付けのものをご利用ください。
通信欄に、必ず合唱団名を記載してください。
以上
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731−お１３６

広島市安佐南区長東西１−１

谷ｷ鶴子内

広島県合唱連盟事務局

Ｔｅ１．＆Ｆａｘ．
郵便振替口座
加入者名

０８２−２３０−６０６５

０１３３０−２−８４６０５
広島県合唱連盟事務局
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ヒロシマの空に、
日本､そして､世界のこどもたちの祈りが、
歌声となって響きわたります。
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宝堰少年少女合唱団・兵癩

郵便局に備え付けの用紙をご利用の上、郵便振替の通常払い込みで、

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス・鳥取

代金と送料を下記口座にご送金くだ吉い。入金確認後、入場券を郵送します。

かしま少年少女合I●団「虹Kids」・茨城

☆入場料

安田学園安田女子申学校合I1部・広島

○送金額人数分の入場券代金十送料３８０円

広東実験中学校合l●団・中国

○郵便振替□座

警遡寺少年少女合II団・香川

※振替料金は各自でご負担ください。

首里少年少女合Ｉ団・沖縄

ぞ振替用紙の通信欄（用紙が複写式の場合は2枚目）に下記事項を必ず記載してくだざい。

シバ｡一円（中学生以下はシjO円）

００１３０−２−１５４６８８（社）全日本合唱連盟

記載事項Ｉ送り先住所Ｉ氏名Ｉ電話番号

佐々町少年少女合II団・長岫

１８月１日入場券希望の旨と希望枚数（大人／キ学生以下内訳明記）

voice

of Young

in Hiroshima

・ 広島
○申込締切

台北東屋合唱団・台湾

フ月１６日（金）の受付印まで有効

※先着順に受け付け、定数に達ししだい締め切ります。

倉敷少年少女合II団・岡山

○その他●申込枚数の制限はありません。

ジュニアコーラス「美」・沖維

●一般席は１陪席後方、および２階席↓こなる予定です。

益田市ジュニア合唱団・島根

●主催者の都合で本大会を中止した場合に限り、入場券の払い戻しをいたします。

アンジェルス児童合唱団・大分

なお、地震・台風などの災害、悪疫流行による行政如置などの不可抗力によって
大会が開催できない場合は払い戻しいたしませんので、あらかにめご了承ください。

ことり児童合唱団・千葉
サビエル記念聖堂少年少女合唱団ステラ・山口
ＮＨＫ欄岡児童合唱団ＭＩＲＡＩ・福岡

………i･='.:.'i:i'･゜.･t,VFi4こ)IZ

リヨン少年合唱団・フランス

(社)全日本合唱連盟
〒104‑B011
豪華講師陣の指導による合同演奏もお楽しみに！
サンナ･ヴァルヴァンヌ

telOﾖｰ5540‑7813 fax.03‑3544‑1964
mail:event哨canet.orJp http://www．net.co.jp/

ｼﾞｬﾝｰﾌﾗﾝｿﾜ･ﾃﾞｭｼｮﾝ
Jean‑FranQois
Duchamp

Sannavalvanne
フ･fンランド「

東京都中央区集地5‑3‑2朝日新聞東京本社内

(フランス)

ほかにも…2010広島県合l■連盟国際交流事業
ｐ．ｍ．１４：ｏｏ〜

指導響のための合唱圖●会

・亀1加.
Tutirlmsi!マオリ族民●3
Watotﾛ｛タンザニア晟●ｌ
今日の日はさようなら
｛金子ｌ一曲１

、HJ次次雷公1『

♪NO6l des enfants qui rぬnt
plusde maisons（C.Debussy曲）
♪LeSoir（C.Gounod曲）
♪Priきredumatin（H.Berlioz曲）

伊東窟司

＠アステールプラザ多目的ｽﾀｼﾞｫ
講師：サンナ･ヴァルヴァンヌ

受講料一般

松下耕

づ=･=………i高校生以下5ば==……･:
連絡先082‑261‑7884竹本

7⑥r,i
ｐ．ｍ．１９：ｏｏ〜リヨン少年合●団広島涜甕●
＠世界平和記念聖堂
「きょうはきょうきょう」から
（北川昇曲）

前売り券一般：,ｍ==七高校生以下‥Iく………=

♪えっさっさ
♪「紀の国のこどもうた３」から

当日券y･:……゜゜゜

（松下耕曲）
※フ月３１日（土）に、″こどものためのアトリエ″として

連絡先082‑233‑3859川上

広島国際会議場、アステづレブラザで合同演奏の練習を行います。
無料で聴講できますが、事前の申し込みが必要です。
詳しくは全日本合唱連盟にお問い合せくだ古い。

野菜とおいしい共演。

Ｘ

必７

ブｔＩ１！ｙ

／
〃ご

≒

糾う

ﾄﾏﾄ､きゅうり、じゃがいもなど､おなじみの野菜に
ゝ

くわえ､新しい野菜もふえています｡いつものサラダも
新しいサラダも､キユーピーでお楽しみください。野菜の

J
歌声を聴いて、おいしいメ[]ディーに仕立てます。

愛は食卓に

ある｡‡ｭｰﾋ縦

