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盛りだくさんな合唱講習会メニュー

　　　　～あなたは、どちらへ参加？～　指揮者・岸信介氏を講師に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修部長　亀井晴美
　今年度の合唱講習会は、合唱指揮者の大御所
的存在、岸信介氏を迎えて、その培ってこられ

たノウハウを全ていただこうというもの。まず

　「うたのブーケ」を使って美しい日本の歌を歌
いましょう!!が第一部。

　第二部①は合唱団の日頃抱える問題：発声、

発語表現はどうするの？団の質向上をどのよう

に取り組むの？日本の合唱事情、世界では合唱
はどっちへ向いてるの？等々、日頃団の運営に

関わっておられる人の疑問に答えていただける

講座。指揮者、マネージャー、パートリーダ
ー、それに準じる人、是非々々ご参加を!!

　第二部の②はこれぞ、岸ワールドの極め付

き。限定４人だけの指導者養成マスターコー

ス。若きりーダーよ、東たれ!!

　第三部はあなたの団の結東証を示すもの。ク

リニックを受けることによってコンクールにで

てみようかの道がみえてくるかも。合唱講習会

は広島県合唱連盟の主催。

　平成23年２月５日と６日の２日間。　５日(土)は

14時から、６日(日)は、10時から。アステール・

多目的スタジオと２日目は大音楽室を使って行

われる。テキスト必要。詳細は12月初旬各合唱

団・各小中学校へ要項を送付します。問い合わ

せは研修部亀＃082-221-0547まで。

創立50周年記念事業計画の大綱固まる　~記念コンサートに

　作曲家信長貴官氏、合唱指揮者浅井歌登氏、同大谷研二氏を招聘~

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準備委員会委員長　山本定男

　広島県合唱連盟は､I来年度（平成23年度）で　　の楽しさや喜びに心が躍ったと思って頂けるよ

記念すべき創立50周年を迎えるところから、か　　う、標題に記したわが国合唱界の第一線でご活

ねてから準備委員会を立ち上げ、どのような記　　躍であり、広島や合唱連盟にご縁の深い３名の

念事業の実施が望ましいかを検討して来まし　　先生方をお招きします。また、演奏曲は過去県

た。その結果を順次理事会に諮り、最終的に平　　連が委嘱した作品、国民文化祭時の創作曲、お

成22年目月23日開催の第７回理事会での審議を　　招きする作曲家の作品などを予定しています。

もって記念事業計画の大綱を決定しました。今　　ステージ構成と指揮者は次の通りです。①児

後は実行委員会に移行して具体的な実施計画を　　童：大谷研二氏②中学校：信長貧富氏③高等学

立て、平成23年度春季総会で承認を得たのち本　　校：信長貧富氏④おかあさんコーラス：浅井敬

格的な実施に向けてスタートします。　　　　　　　愛氏⑤一般男声：浅井敬愛氏⑥一般混声：大谷

　ここで記念事業計画の大綱をご紹介しておき　　研二氏。最後のフィナーレは、大地讃頌でステ

ますので、加盟合唱団各位には予めご承知おき　　ージと観客の大合唱で幕を閉じます。なお、各

頂き、その節は多数の合唱団や団員の方々のご　　ステージの出演者は、合唱団単位や希望者の公

参加を得て創立50周年記念事業を成功させたい　　募を予定しています。

と願っております。開催期日、会場、記念事業　　２．記念式典・表彰式

など、主な計画内容は次の通りです。　　　　　　　　記念コンサートに引き続きホールで、合唱連

■開催期日：平成23年目月５日（土）午後　　　　　　盟や行政関係者などの来賓もお招きして創立50

1開催会場：広島国際会議場内のホールや施設　　周年記念式典を行うとともに、功労のあった合

・事業内容：記念コンサート、記念式典と表彰　　唱団、役員、協力団体、協力者などの表形式を

式、記念祝賀会、記念誌刊行の県連主催事業と　　行います。

各合唱団にもお願いする協賛事業があります。　　　３．記念祝賀会

１．記念コンサート　　　　　　　　　　　　　　　　17:30から、ダリアの間で加盟団体や関係者

　フェニックスホールで14:00から約２時間公　　の参加を得て祝います。

演。出来るだけ多くの合唱団や団員の方々に出　　４．記念誌の刊行

演して頂き、分野別の６つのステージとフィナ　　　50年の歴史を振り返る記念誌を作成します。

－レを全て合同合唱で行います。各ステージの　　　その他協賛事業も計画しておりますので、皆

指揮者には、皆さんに参加して良かった、合唱　　様のご協力をお願いします。
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「第５回ヴォーカルアンサンブルコンテストinひろしま」参加申し込み開始

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

　今年もヴォーカルアンサンブルコンテスト

　（以下アンコン）の時期が近づいて参りまし

た。早くも５回目となるアンコンですが、今年

もエリザベト音楽大学との共催で、多くの面で

同大学のご協力を頂いて開催いたします。

　今回のアンコンでは、審査・講評委員に東京

から合唱指揮者の片山みゆき先生、エリザベト

音楽大学から声楽家の小野村和弘先生、桂政子

先生の３人の先生方にお願いをしております。

例年のように先生方には、審査だけではなく、

演奏後の講評もお願いしております。参加団体

だけではなく、聴衆にとっても活動への大きな

示唆となることと思います。

　開催日時は以下の通りです。

　さて、前回のアンコンは参加団体も過去最多

数となり、３月の広島合唱界の行事として定着

してきたことを伺わせます。演奏の水準も毎年

飛躍的に向上してきており、参加団体のアンサ

ンブル技術の向上に、アンコンが大きな役割を

果たしてきていると感じております。申し込み

の締め切りは｜月12日水です。合唱連盟加盟団

体には12月初旬に参加要項をお届けしておりま

す。また、合唱連盟ＨＰにも参加要項、申込書

を掲載しております。昨年も予定団体数を超え

ましたので、早めの申し込みをお願いいたしま

す。

　では、今年も昨年以上の盛り上がりとなるこ

と確実なアンコンをお楽しみに！多数のご参

加、ご来場をお待ちしております。

　20目年３月１3日⑤開場9 :30開演10：00

　エリザベ卜音楽大学セシリアホール

　島根と言えば「縁結び」。著名な講師と私た

ちを合唱（歌）を縁に結んでいこう！というコ

ンセプトで、（社）全日本合唱連盟・朝日新聞社主

催、肋全日本合唱連盟中国支部・島根県合唱連

盟主管による「第21回コーラスワークショップ

inしまね」が島根県松江市で開催されます。

　今回の講習会では、合唱初心者にもベテラン

の方にもお楽しみいただける20の講座を用意し

ています。最大の特長は、学校での授業や部活

動に役立つ、先生向けの講座を充実させたこと

です。生徒に合唱の楽しさを伝えたいあなた、

音楽の先生なら誰でも一度は受講してみたいと

言われている作曲家の富渾裕さんの授業を受け

てみませんか。

　また、指揮者の本山秀毅さんとルネサンス時

代の音楽を通してアンサンブルの真髄を探究す

る講座や、徹底解説により作曲家の鈴木輝昭さ

んの作品世界を旅する講座は、合唱芸術を極め

たいあなたに。

　さらに、「日本の名曲を歌いたい」、「たくさ

んの人と歌う喜びを味わいたい」という方々に

はお馴染みの浅井敬愛さん、岸信介さんによる

楽しい音楽の時間が待っています。　もちろん、

今井邦男さんらによる課題曲講習も用意してい

ます。

　今回の目玉は、何と言っても特別講師のお二

人です。スペインの作曲家で指揮者のハビエ

ル・ブスト氏、そして詩人の谷川俊太郎氏をお

招きし、小・中学生から大人の方まで、普段の

合唱講習ではめったに体験できない講座を用意

しました。ブスト氏の講座では、ご自身の作品

の講習を通して合唱の魅力を体感して頂きたい

と思います。特別講座として、谷川さんと鈴木

輝昭さんにより“詩と音楽”についてお話して

頂くほか、中学生の合唱演奏が谷川さんの詩の

朗読と本山さんの指導でどのように変化してい

くのかを聴いて頂ける講座も予定しています。

　きっと、この日、ここでしか体験できない、

皆さんの心に残る講習になることと思います。

　詳しい日程や受講料、お申込みについては、

ハーモニー冬号、開催要項をご覧ください。ゴ

ールデンウィークは、山陰旅行とワークショッ
プで良い“縁”を結んでくださいませ！お待ち

しております。

日時：平成23年５月３日～５日（３日間）

会場：松江市プラバホール・松江テルサ

谷川俊太郎氏 ハビエル・ブスト氏
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第12回「ありがとうおかあさんコーラス

　　　　　　　フェスティバル」開催について
　　　　　副理事長　特別事業部長　大上義輝

　母への感謝を込めて歌う「ありがとうおかあ
さんコーラスフェスティバル」が来年も開催さ

れます。早めにご検討ください。
開催日時　20目年５月15日前

　　　　　13時開演～15時半終演（予定）
会　　場　広島県民文化センターホール

入場料　前売800円　当日999円
主　　催　ありがとうおかあさんコーラスフェ

　　　　　スティバル実行委員会
共　　催　広島県合唱連盟

応募資格　県内の合唱団で、合唱連盟への加
　　　　　盟、非加盟は問いません。合唱団構

　　　　　成は８入以上。合唱団編成も混声・
　　　　　女声・男声・児童いずれでも可。

演奏曲目　お母さんをイメージ出来る楽曲の中
　　　　　から選んで下さい。

演奏時間　８分半以内（時間厳守）
募集団体　15団体程度（＊原則先着順）

参加料　出演者（指揮・伴奏者を含む）｜人

　　　　　につき|､600円。ただし出演者ｌ入
　　　　　につき２枚の前売り入場券を差し上
　　　　　げます。

募集受付　２月｜日から
間合先　ＲＣＣフロンティア

　　　　　　電話　　　　082-222-1307
　　　　　　ファックス　082-221-1216
　　　　　又は、広島県合唱連盟特別事業部

　　　　　　犬上義輝　電話　082-842-1671
　この模様は録音・編集し、後日ＲＣＣ中国放

送のラジオ特別番組として放送の予定です。

♪合唱万の祭典「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2010」が去る10月17

日（昨ALSOKホールにて開催されました。講評

者に森ミドリ先生（作曲家）、石橋久和先生

　（合唱指揮者）、小野村和弘先生（声楽家）、岡

田陽子先生（作曲家）、松井芳子先生（ピアニ

スト）、門野光伸広島県合唱連盟副理事長を迎

え、43団体が素晴らしい演奏を披露しました。

また聴衆として他団の演奏を聴き合い、会場を

盛り上げました。全員合唱による「大地讃頌」

はステージと客席との大合唱となり「合唱フェ

スティバル2010」のラストを飾りました。

　今回の新方式による進行は参加団体の自主的

な出演ルートの移動と協力、熱演により大変盛

り上がり、無事終了しました。

　来年の「合唱フェスティバル20目」は目月６

日（日）広島国際会議場フェニックスホールで開催

します。是非、来年度の計画の中に組み入れて

戴きますようお願い致します。

（３）

第49回中国合唱コンクール結果

　去る９月18日、19日鳥取市とりぎん文化会館
大ホールで第49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13団体の成績は以下の通

りです。残念ながら今回は広島県からの団体は
全国大会に出場なりませんでした。

第49回中国合唱コンクール結果（広島県代表分）

中学校　同声合唱部門

金賞 安田学園安田女子中学校合唱部

銀賞 東広島市立高度中学校合唱部

銀賞 ノートルダム清心中学校音楽部

高等学校部門Ａグループ

銀賞 ノートルダム清心高等学校合唱部

金賞 安田学園安田女子高等学校音楽部

高等学校部門Ｂグループ

銅賞 崇徳高等学校グリークラブ

大学部門

銀賞 広島大学ヴォーカルアンサンブルDADAN

銀賞 広島大学コール・ビビッド

職場部門

銀賞 マツダ合唱団

金賞 広島市役所合唱団

一般部門Ａグループ

銀賞 Men’svocal Ensenble “寺漢”

銅賞 合唱団うたがき

一般部門Ｂグループ

銀賞 合唱団ぽっきり

盛り上がった抽選会

全員合唱「大地讃頌」
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宝塚国際室内合唱コンクールに於いて

　　　　　　広島の合唱団では初の金賞受賞！

　　Men’s vocal Ensemble “寺漢”山中陽一

　‘07年目月に合唱指揮者の寺沢希氏を中心に

　“男声合唱命！の合唱猛者”が集まり結成され

たMen’svocal Ensemble “寺漢≒直近では、

‘10年｜月に、“なにわコラリアーズ”をゲスト

に招いての男声合唱団ジョイントをプロデュー

スする等、広島の音楽界を刺激すべく、日夜？

活動しております。

　今回寺漢が金賞を受賞しました「宝塚国際室

内合唱コンクール」は、1984年より開催されて

いる８名以上20名以下の室内合唱団が出場する

大会で、「国際」と銘打たれているだけあって、

毎年海外からも複数の合唱団が参加しています

　（過去のグランプリには、あのスバンホルムシ

ンガーズの名前も）。予選として事前の「テー

プ審査」があり、まずはそれを突破しないと本

選に出場出来ないシステムです。寺漢は、何故

か今年は３部門とも事前審査を通過し、国内団

体では最多の３部門に出場致しました。

　酷暑の７月24日（土）の朝９時に会場のベガホー

ル前に団員は集合して長い一日が始まりまし

た。本番のベガホールは372席と小さいながら、

立派なオルガンが備え付けられており、非常に

音響の良いホールです。その素晴らしいホール

で、ロマン派、ルネサンス、フォークロアと３

回も歌え、団員一同大満足でした。

　コンクール後の、結果発表までの間の時間で

の宝塚音楽学校本科生の演奏も終わって、いよ

いよ結果発表です。「せめて銅賞は…」と心の

底では願ってはおりましたが、結果はなんと！

　「ロマン派部門、金賞、Men’svocal Ensemble

　“寺漢”！」と正に望外の賞を頂き、更に翌日

の「入賞団体演奏会」の６団体にも選出されま

した。入賞団体演奏会では、広島県の一民謡「音

戸の舟歌」を披露し、会場からはブラボー！の

声を頂きました。今後も、寺漢は更に色々なジ

ャンルに「挑戦」して参りますので、ご声援宜

しくお願い致します！

※‘目年｜月10日（月・祝）14時より、安芸区

　民に於いて第２回定期演奏会を、東京混声合

　唱団常任指揮者の松原千振さんをお迎えして

　開催致します。ご来場お待ちしております。

2010年12月13日（月）

離告知板毎
◆広島大学グリークラブ創立50周年記念演奏会

　･･日時：｜月９日（日）14時

　●･場所：アステールプラザ大ホール

　･･入場料:800円

　･･賛助出演：広島女学院大学クワイヤ・アイリス、広

　島女子大学フラウエンコール・紫水

　･･曲目：男声合唱組曲「月光とピエロ」、フランスの

　詩による男声合唱曲集「月下の一群〔|〕」、「lcould have

　danse allnight」、「黒人霊歌」他

◆Menlsvocal Ensemble “寺漢”2nd Annual Concert

　～東京混声合唱団常任指揮者　松原千振を迎えて～

　･･日時：｜月10日（月・祝）14時

　･･場所：安芸区民文化センター一大ホール

　●･入場料:800円

　･･曲目：北欧の男声合唱曲、キリスト教音楽の系譜、

　松下耕「日本の民謡　第３集」、新実徳英「ばら・き

　く・なずな」他

◆レコードコンサート　合唱音楽の楽しみ14

　～映像で楽しむ世界の合唱～

　●･日時：　｜月22日出15時

　･･場所：広島市映像文化ライブラリー

　･･入場料：無料

　加･講師：谷千鶴子

◆コール・ロマンツヱ第26回演奏会

　･･日時：２月12日出14時

　●･場所：広島市西区民文化センター・ホール

　･･入場料:800円

　●･曲目：混声合唱による美空ひぱり作品集より、混声

　合唱組曲「白秋による三つの楽想」他

　･･賛助出演：コール・ウイング

◆合唱団ぽっきりコンサートＩ～東広島西条公演～

　･･日時：２月19日出18時30分

　･･場所：広島大学サタケメモリアルホール

　･･入場料：一般1000円　学生500円（当日券有）

　●･曲目:Ne timeas Maria、遠野遠音、乾杯、秋桜、地

　球へのバラード他

◆合唱団ある第16回教会演奏会

　･･日時：３月６日（日）16時

　･･場所：カトリック轍町教会世界平和記念聖堂

　●･入場料：無料

　･･曲目:K.ニューステット「おお、十字架よ」、R.ク

　ローゼン「平安のうちに」、オルガン演奏:」.S.バッ

　ハ「人よ、汝の大いなる罪を泣け」他

◆エリザベト音楽大学付属音楽園合唱団プエリカンタン

　テス第11回定期演奏会

　･･日時：３月20日（日）15時

　･･場所：エリザベト音楽大学セシリアホール

　●･入場料：無料

　･･曲目：国内外の宗教合唱曲

　･･賛助出演：安田女子高等学校音楽部

◆大竹女声合唱団35周年記念第21回定期演奏会

　●･日時：３月27日（日）14時

　･･場所：和木町文化会館

　･･入場料：無料

　･･曲目：女声合唱とピアノのための「風の季節・花の

　季節」、女声合唱とピアノのための「赤い鳥小鳥」他

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

�＆FIX:O12-297-1181　E-mail:oishik＠mac.com
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