
広島県合唱連盟

加盟団体　　各位

広合事Ｔ２２－１８号

　平成２３年３月１日

広島県合唱連盟

理事長　内田陽一郎

広島県合唱連盟「平成２３年度春季総会･懇親会」開催のご案内

拝啓春の息吹を感じる頃となりましたが、各団とも今年度も存分にご活躍になったことと慶賀に堪

えません。また、この一年間も県連事業に格別のご協力ご支援を賜り、誠に有り難うございました。

　さて、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おります。平成２３年度は広島県合唱連盟創立５０周年

の年にあたり、２年前から準備委員会、今年度に入り実行委員会を組織して、多くの記念事業を計画

しております。春季総会は、県連の活動方向を定めるうえで重要な行事ですので、ご多用中とは存じ

ますが、何卒会員各位にはご出席のうえ、ご審議いただきたくよろしくお願い申しあげます。

　つきましては、下記の通り平成２３年度春季総会を開催いたしますので、会員はもとより、指揮者

等の方々にもご出席いただき、広くご意見をいただきたく存じております。

　また、皆様のご要望により、今回も各団の交流と情報交換の場として、総会終了後に懇親会（会費

無料･各団３人まで）を計画しています。和やかな懇親の場で、合唱団の運営問題や県内外・全国、

世界の合唱情報の交換など、地域と世代を超えた交流の輪を広げていただきたいと思います。

　なお、総会は会員全員の出席を基本としており、議決事項がありますので、やむなくご欠席の団体

は同封の総会出欠葉書にて、必ず委任状をご提出いただきますよう、併せてお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

総　会

　日　時　　平成２３年４月１７日（日）１３：３０～１５：ＯＯ

　場　所　　広島国際会議場大会議室ダリアの間　広島市中区中島町平和公園内

　議題　　１．平成２２年度事業報告について

　　　　　　２．平成２２年度収支決算について

　　　　　　３．平成２３年度事業計画（案）について

　　　　　　　　　・定例事業の計画

　　　　　　　　　・広島県合唱連盟創立50周年記念事業について

　　　　　　　　　・中国支部・全日本合唱連盟事業について

　　　　　　４．平成２３年度収支予算（案）について

　　　　　　５．その他　・各専門部からのお知らせ

　　　　　　　　　　　　　・第２１回　コーラス　ワークショップinしまね

　　　　　　　　　　　　　・その他

懇親会

　日　時

　場所

出　欠

平成２３年４月１７日（日）１５：３０～１７：ＯＯ

広島国際会議場大会議室ダリアの間　（会費　　不要）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

同封の「出欠葉書」により、４月９日（　　までに広島県　連盟事　局　谷千　　ま

で　ご返送ください　なお、懇親会では各団のＰＲ時間も持ちますので、ＰＲ資料（80

部以上）をご準備ください。



　　広島県合唱連盟からのお知らせ（継続加盟団体用　平成２３年度）

1.平成23年度広鳥県會嘆達盟纏続加盟申込書について

既に広島県合唱連盟加盟の貴団は、「平成２３年度広島県合唱連盟継続加盟申込書」を提
出し、連盟会費（年額４０００円）を納入していただきますと、連盟加盟の手続きが完了
します。
　　加盟申込　の　　は３月３１日までに、
完了してください。

盟　４ｏｏｏ円の納入は4Jll30目までに

なお､連盟費４０００円のうち、３０００円を正会員費として全日本合唱連盟本部に納め、
１０００円を広島県合唱連盟の事務連絡費としています。

広島県合唱連盟継続加

〒731-0136広島市安

盟申込書の送付先
着南区長東西１－１３－１９谷千鶴子　内　広島県合唱連盟事務局

連盟費納入は、同封の振替用紙をご利用下さい。振替用紙の控えをもって、領収書に代え
させていただきます。振　用紙には必ずＡ唱ヽ　を記入してください

ロ座番号　　０１３３０－２－８４６０５　口座名 広島県合唱連盟事務局

ＰＴＡコーラス等で、会員（連絡者）・代表者の決定が４月以降になる揚合は、加盟申込書の
コピーをとって、先ず現時点での理事・代表者を記入した
後日、新年度役員決定後に、訂正したものを書類で提出し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｰ一一－－－ヽ⌒

ものを３月３１日までに提出し、
て下さてて‾‾

２．全日本おかあさんコーラス広島大食について

平成２３年度の＜第３４回全日本おかあさんコーラス中国支部広島大会＞は、６月２６日
　（日）呉市の呉市文化ホールで開催します。大会の詳細は、おかあさんコーラス部より対
象団体にご案内します。
大会に参加する合唱団は､広島県合唱連盟加盟団体であることが､義務づけられています。
本大会へ参加の団体の中より、直接、全国大会へ推薦されます。（推薦数は、広島大会へ
の参加数だけでなく、中国５県の参加総数により決定されます。）

第３４回全日本おかあさんコーラス中国支部広島大会担当部長
　　　〒739-0266　東広島市志和町奥屋１ １４２　増井憲治　�082-433-3619

３．広島県合唱コンクールについて

平成２３年度の＜第５０回広島県合唱コンクール＞は、８月２１日（日）に広島市安佐南
区民文化センターホールで開催します。合唱コンクールは、５部門、中学、高校A（32名以
下）、高校B（33名以上）、大学、職場、一般A（32名以下）、一般B（33名以上）に分かれ、出
場する合唱団は、広島県合唱連盟加盟団体であることが、義務づけられています。
大会の詳細は、コンクール部より総会当日配布・ご案内します。
県大会で優秀な成績をおさめた団体は、９月１７日（土）１８日（日）に岡山県岡山市の岡
山シンフォニーホールで開催される第５０回中国合唱コンクールヘの出場を推薦されます。

第５０回広島県合唱コンクール担当部
　　　〒739-1743　広島市安佐北区倉 掛３－６－２０　原田　典枝　�082-843-2313

４．広島県合唱フェスティバルについて

＜広島県合唱フェスティバル２０１１＞は、１１月６日（日）に、広島市の広島国際会議
場フェニックスホールで広島県合唱連盟創立５０周年を記念して開催します。大会の詳細
は後日、フェスティバル部よりご案内します。

広島県合唱フェスティバル２０１１　担当部長
　　　〒739-1732　広島市安佐北区落合南 ８－９－１１　岩崎美保子lk 082-843-0549
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５．創立５０周年記念事業について

広島県合唱連盟が創立されて５０周年に当たる平成２
ご紹介しましたように、下記の事業の準備を進めてい
①５０周年記念演奏会
②５０周年記念式典
③５０周年記念祝賀会
④５０周年記念誌発行
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３年度は、
ます。

アカペラ１１７号でも

広島国際会議場フエニックスホール
広島国際会議場フエニックスホール
広島国際会議場大会議室　ダリアの間

４月１７日に 開催する平成２３年度春季総会で発表い

６．合唱講習会について

平成２３年度も研修部担当による合唱講習会を企画しています。講師には声楽家の大志万
明子先生をお招きします。今年度は平成２４年２月４日（土）広島市のアステールプラザ
多目的スタジオ、５日（日）尾道市のしまなみ交流館（テアトロシェルネ）で開催する予
定です。詳細は、後日ご案内します。

研修部担当部長
　　　〒732-0068　　広島市東区牛田新町3-51-10　亀井晴美　″lk082-221-0547

７．ヴォーカルアンサンブルコンテストについて

平成２３年度もエリザベト音楽大学と共催で平成２４年３月１１日（日）にエリザベト音
楽大学セシリアホールで審査員に合唱指揮者の長谷川冴子先生他をお招きし、＜第６回ヴ
ォーカルアンサンプルコンテストinひろしま＞を開催します｡詳細は後日ご案内します。

声楽アンサンブル部長
　　　〒732-0065　　広島市東区牛田中1-8-26-202　福原泰弘082-228-1068

８．「ハーモニー」について

全日本合唱連盟では、我が国唯一の合唱専門誌「ハーモニー」を年４回発行しています。
　「ハーモ二－」は、発声法・指揮法をはじめ合唱団運営の方法、合唱曲の歴史的背景、演
奏解釈等、私達合唱人の貴重な文献です。全国の合唱団の情報交換の場として、私達の力
で育てて行かなければならない合唱専門誌です。また、全日本合唱連盟より希望購読冊数
が、連盟加盟の団体に割り当てられております。加盟団体は、必ずご購読下さるようお願
いします。ハーモニー購読については、別途ハーモニー部よりご案内します。

ハーモニー担当部長
　　　〒730-0804　　広島市中区広瀬町３－７－４０５　　川上　充子　　�082-233-3859

９．広島県合噛連盟機関紙「アカペラ」について

広島県内の合唱の情報交換、合唱連盟の各種事業のご案内等のために、機関紙「アカペラ」
を発行し、県内の合唱団、合唱関係者に配布しております。発行は、広報知が担当してい
ますので、合唱に関する情報をお知らせ下さい。

アカペラ担当部長
　　　〒730-0852 広島市中区猫屋町3－2 4 －1404 大石啓造　�082-297-1181

10.その他、特別事業について

広島県合唱連盟では、＜合唱講習会＞＜おかあさんコーラス大会＞＜合唱コンクール＞
＜合唱フェスティバル＞＜ヴォーカルアンサンブルコンテスト＞を開催しておりますが、
それら以外にも、合唱に関係する様々な事業を計画、開催しております。
それらは全て県連機関紙「アカペラ」を通じて皆様にお知らせします。皆様の積極的な参

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２



加をお願いします。

副理事長・特別事業部長

　　　〒739-1743　広島市安佐北区倉掛2-6-21 大上義輝 �082-842-1671

11.合唱名曲シリーズについて

平成２２年度全日本合唱コークール課題曲を集めた名曲シリーズN,13 9を発売しています。
中学校を除くＡ　コンクール　　のＡ唱　　は　必　　－　１冊　入して下さい。
団体から出場　る　。　一　で　　で　。

(複数

また、合唱曲集としても、興味深く貴重なものです。各団のレパートリーの参考に是非ご
購入下さい。申込みおよび問合せは、下記までお願いします。
　定価　１冊　１、０００円（消費税込み。送料は別途必要　一般の書店・楽器店では販売
していません。）

広島県合唱連盟事務局名曲シリーズ担当次長
〒731-5115　広島市佐伯区ハ幡東3-19-45　河野迪子　�＆Fax 082-927-7702

１２．ホームページについて

広島県合唱連盟では、ホームページを開設しています。ご利用ください。
広島県合唱連盟ホームページアドレス（URL）http://www.segaegg.ne.jp/｀hca/

13.振替口座について

広島県合唱連盟では、各専門部の主体4 こよる事業の実施と独立採算制により、事業の強化
と、諸事務の簡略化を図っております。その為、各専門部別に振替ロ座を開設しています。
送金等でお手数をかけますが､連盟の経費節減と、ボランティアでお世話している役員の、
苦労と努力をご理解の上、ご協力を宜しくお願い致します。
｀金の　は｀金　の　にヽＡ　　名を　　ください　なお、振替用紙の控えをもって、
送金に対する領収書に替えさせていただきます。

１４．コーラス　ワークショップ　inしまね　について

第２１回コーラス　ワークショップinしまねが、別紙のとおりに５月３日（火祝）～５
日（木挽）に松江市で開催されます。このワークショップは、コンクール全国大会、おか
あさんコーラス全国大会と同じように、全日本合唱連盟直轄の事業として全国９つの支部
を回って開催される全国規模の合唱講習会です。昨年は北海道の札幌で開催され、全国、

海外から集まった受講者１０００人が、ゴールデンウイークの３日間をJavier Busto先生
始め、日本を代表する講師の先生方の講座を楽しみました。今回は中国支部と島根県合唱
連盟が主管となって開催されますが、広島県からも多くの受講者を期待されています。

島根県連から受講希望者のアンケートを依頼されていますので、加盟継続申込書の下段の
アンケート欄に、必ず、参加の可否をご記入ください。

問合せ先

第２１回コーラスワークショップ実行委員会
　　電話　090－6834－8505

　　e･mail;　xkuma＠web･8anin.co､jp
全日本合唱連盟事務局

　　電話　　０３－５５４０－７８１３　　　ファックス　　03－3544－1964
　　e･mail;　event@jcanet.orjp

15.専門弟の所員について

加盟の合唱団には、各専門部に所属して、積極的に広島県合唱連盟の事業の企画と運営に
参加していただき、合唱団相互の交流を図って頂いております。今年度も、専門部への所
属をお順いいたします。連盟加盟手続きの際、専門部所属希望の欄に記入して下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３



平成２３年度専門郎担当理事

専門部 主な活動 理事合唱団

研修鄭 講習会･研究会等の企画･運営
広島女声合唱団

混声合唱団グリーンエコー

おかあさんコーラス部 おかあさんコーラス大会に伴う事業の企画･運営
広島中央合唱団

コール･プルーメ

コンクール鄭 コンクールに伴う事業の企画･運営
ぱすてる各とおん

広島メンネルコール

フェスティバル部 フェスティバルに伴う事業の企画･運営
フェミニンコール広島

広島市役所合唱団

声楽アンサンブル部 ヴォーカルアンサンブルコンテストの企画･運営
合唱団ある
安田女子高等学校音楽部

広報部 ｢アカペラ｣他広報に関する計画･実行
マツダ合唱団

ノートルダム清心高校合唱部

ハーモニー部 ｢ハーモニー｣の販売･管理 フラワーコーラス

特別事業部 上記以外の事業の計画･実行 広島合唱同好会

16.合唱団に関する情報提供のお願い

広島県合唱連盟では、加盟、未加盟に関係なく、広島県内の全ての合唱団について、合唱
団名・連絡者等を把握したいと考えています。新しい合唱団や、合唱団の活動をお知らせ
ください。

４



平成２３年度　広島県合嘱連盟　加盟申込書（継続）

合唱団名
(正式名称をお書き下さい)

種　　別 （○印）　児童合唱団　　　　男声合唱団　　　女声合唱団　　　混声合唱団

部門別 （○印）　児童　　　中学　　高校　　　大学　　　職場　　　一般　　　おかあさん

連盟会員

　(連盟から

の連絡先)

氏名

連絡先

住所　〒

�　　　　　　　　　　Fax　　　　　　　　　　携帯

e･man

専門部 第一希望　　　　　　　　　　　部　　　　第二希望　　　　　　　　　　　部

指揮者 氏名 住所
〒

�

代表者 氏名 団員数 名

練習会場 会場名 住所

一Ｔ

�

練習日
毎月　　　回　　　　　　　曜日

練習時間　　　　　時～　　　　時　　まで

ハーモ二ー購読冊数　　　　　　　　　冊

２３年度　大会参加予定（○印）

　おかあさんコーラス大会　　コンクール　　フェスティバル　　ヴオーカルアンサンブルコンテスト

合

唱
団
行
事

演
奏
会

22年度実施事業 23年度事業計画
月　日 事　　業　　名 月　日 事　　業　　名

松江でのｺｰﾗｽ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟへの

参加希望者

ある（S　　人　Ａ　　人　Ｔ　　人　Ｂ　　人　　指揮者　　ピアニスト　　）

無い　　該当の項目に○をつけてください。

＊　練習会場、指揮者の各住所も必ずご記入下さい。

＊　この用紙の提出と、連盟会費の納入で、正式な加盟手続き完了となります。

　　　　　　　　　　　　　平成２３年　　月　　　日　　　　記入責任者
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