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県連だより

第５回ヴォーカルアンサンブルコンテストinひろしま

開催近づく

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)が目の前に近づいて参リまし
た。第５回目となるアンコンですが、３月13日
に25団体の参加を得て開催いたします。審査・
講評をしてくださる先生方には、東京から片山
みゆき先生、エリザベト音楽大学から小野村和
弘先生、桂政子先生の３人の先生方をお迎えし

ます。毎回のことですが、審査員の先生方によ
る各団体演奏後の講評も参考になり、出演者に
とっても聴衆にとっても活動の指針となってき
ております。是非たくさんの皆様にご来場をい
ただき、客席からコンテストを盛り上げてくだ
さいますようお願いいたします。お待ちしてお
ります。

《出演団体(出演順)少
午前10
Ｉ

２

午後

: 00 開演

昼休憩後

｜ドケール

ＫＯＴＳＵＮ

コーラスグループ

ラ♪ドルチェ

13

午後休憩後

: 20 （予定）

セレーン

12 アマービレ
Youth ChoirProject〜煌〜

15

広島大学合唱団音楽隊

20

アンサンブル海

２１

３ 合唱団ぽっきり

１３

４

14 広島市役所合唱団 ARCUS

22

15 HYCアンサンフル

23 ひじやま さくら

１６

24

コーラスグル一フレベガ

５，ひじやま

かえで

６ 広島市役所合唱団｀ SOMNIUM''
７

ノートルダム清心高等学校合唱部「なで

８

The Sweet Resonance

９

Sicut

１０

私達が歌う理由

ノートルダム清心中学校音楽部「マリアン」

しこ」 17 ポラリス歌楽塾
１８

: !8（予定）

１９

スターボーイズ
合唱団 ぬいぐるみ
ノートルダム清心高等学校合唱部「ひまわり」

25 コール・ビビッド

Yellow Girls

jillium

合唱オペラ「稲生もののけ」に取り組む、
県北が今熱い！
理事長 内田陽一郎

広島県合唱コンクール開催のお知らせ♪
コンクール部長 原田典枝

三次は例年にない大雪に見舞われ、街中がす
っぽりと冷気に包まれている。 しかし、県北の
合唱仲間は来る３月26日27日の両日の本番を控
え、寒気を吹き飛ばすほどの熱気で奮い立って
いる。 ｜月29、30日台本作家の村田さち子先生
と作曲者で、本番の指揮棒を執る池辺晋一郎先
生を迎えての強化練習では、池辺先生のユ二−
クな洒落を交えながらも厳しい注文が飛ぶ。オ
ペラの本場イタリアでも定評がある演出家、井
原広樹先生とのコラボで練習が進められた。三
次藩に江戸時代より伝わる市の重要文化財＜三
次実録物怪物語＞の写本が代々保管してきた子
孫で第14代目当主の稲生平太郎さんの妻小菊さ
んによって２月初めに市教委の児玉一昔教育長
に手渡されたという記事が中国新聞に載った。
広島南区稲荷町にも稲生神社があるのは、稲生
沢太夫（幼名平太郎）が三次藩から後に広島藩

平成23年度、第50回広島県合唱コンクールを
下記のとおり開催します。開催要項および参加
申込書は広島県合唱連盟総会にて配布します。
皆様のご参加を心よりお待ちいたします。

に移籍した事による。県連加盟の合唱団女声コ
一ラス・ポコアポコ、フラウエンコール布野、
みよし児童合唱団のみなさんを中心に、更にオ
ーディションで選ばれたメンバーが加わり、一
丸となって日々の練習に余念がない。地元指導
者と連携しながら合唱指導に谷千鶴子副理事
長、音楽監督として私が池辺先生にバトンタッ
チするまでの副指揮を務めている。県北で初演

日時：８月21日（日）10:30〜16:30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）：
江上孝則 指揮者
岡崎順子 声楽家・岡山大学教授
益田 逢 声楽家・合唱指揮者・広島市文化
￥園大学名誉教授
（他２名は未定）
申込締切：６月18日出必着
説明会 ：７月18日（月・祝）10:00〜12:00
安佐南区民文化センター大会議室
問合せ ：原田典枝
＆FAX 082‑843‑2313
Ｉ

･I
されるこの合唱オペラ「いのうもののけ」を機
に県北での合唱活動がさらに大きく発展してく
れることを期待して止まない。現在の三次文化
会館に代わって新しいホール建設案が出来つつ
あると聞く。ごく近い将来、この新しい文化施
設での県運事業の開催を夢見て、県北合唱界に
エールを送りたい。
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世界の岸信介先生に申し訳なかったデス！〜平成22年度合唱講習会
研修部長
２月５日、６日の２日間アステールプラザで
講習会が開かれた。初日は２時間半の女声合口昌
講習会（160名参加）と｜時間の休憩をはさん
で、19時半まで２時間、指揮者等指導的立場の
人たちの疑問・難問・合唱界の展望等に熱く熱
く語っていただいた（30名参加）。翌10時から
は指揮法講習会。モデル合唱団のフェミニンコ
ール広島の皆さんの歌に４人の指揮者がタクト
を振る。 ｌ人30分。歌う人も指揮者も始めての
顔合わせ。両者共にものすごいプレッシャーを
昧あわれたことであろう。心から感謝する。そ
して岸先生。アイコンタクトから始まり指揮者
の後姿の美しさにまで話が及び、疲れを感じさ
せない指導がポンポンと飛ぶ。学識と経験と技
量から出てくる言葉がなんと温かく感じられた
ニとか。担当者である自分も夢中で間いた。午
後は４合唱団によるコーラスクリニック。二二
近年定着した感があるが、今年は聴講者が多か
った。 80席用意をしていたが、時間帯によって
は立ち見もでた。それにしても丸｜日半、４講
座をお一人でしていただき、感謝すると同時に
申し訳なく思っている。

《指揮法受講の方からの感想です》
大崎巳紀代
講習会では、岸信介先生のトーク術に魅せら
れながらキラッと光るアドバイスに耳を傾け、
たくさんの体験談から見えてくる先生のお人柄
にどんどん惹かれ、アッという間に時間が経っ
ていました。指揮法実践指導では指先を柔らか
く使う事の大切さ、ダイナミックを導く指揮法
や主旋律への指示、後ろ姿をスマートに見せる
意識の必要性等々を学び、膝屈伸をしないよう
にと教えて頂きました。大変勉強になった２日
間を有難うございました。
ドキドキの30分間！ 古川和美
以前から、指揮の勉強をしたいと思っていた
私にとって、待ちに待った講習会でした。こん
な機会はまたと無いと思い、すぐに指導者講習
会・指揮法講座の受講を申し込みました。 しか
し、時間が経つにつれて後悔するばかり。精−
杯の準備をして臨みましたが、当日、何時にも
なく心臓がドキドキ。でも、温かく指導してく
ださった岸先生とフェミニンコール広島のみな
さんのおかげで至福の時を過ごすことができま
した。感謝、感謝です。
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｢平成23年度春季総会｣国際会議場で開催
副理事長・事務局長兼務 谷千鶴子
広島県合唱連盟では定例の春季総会を４月17
日(日)午後｜時30分から広島国際会議場地下２階
の大会議室｢ダリアの間｣で開催します。この
総会は22年度事業報告・決算報告ならびに23年
度事業計画・予算案の審議をいただくだけでな
く、広く会員のご意見をいただき、県内はもち
ろん全国、世界の合唱情報を発信し、広島の合
唱界の向上と発展の基になる貴重な機会です。
平成23年度は広島県連創立50周年の年に当り、
目月５日(土)には記念演奏会、記念式典と表彰、
祝賀会、記念誌の発行等が計画されています。
今回の総会では、例年には無い特別な企画と情
報が公開されます。各団登録の会員のご出席は
もとより、指揮者の方々にも是非ご出席をいた
だきたいと存じます。総会終了後に、各団の交
流と情報交換の場として連盟で茶菓を用意し、

亀井晴美
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指導法の講習会に参加して 清水路子
私は２月６日に行われた指揮法の講習会に参
加することが出来た。年甲斐もなく非常に緊張
して、合唱団の人の顔を見ることも出来ず、
即、岸先生から「もっとアイコンタクトを取っ
て」と指摘されました。短いレッスンでしたが
充実した時間でした。
〜〜〜
縄裕次郎（合唱団ある、合唱団ぽっきり、コー
ル・ビビッド指揮者）
今回の講座では、音楽の表現について多くの
ことを学ばせていただきました。歌い手と表現
を共有できる指揮を学び、指揮の奥深さと詩に
内包された世界観を表出するライブとしての合
唱の面白さを改めて感じました。モデル合唱団
を務めてくださいましたフェミニンコール広島
の方々は指揮に対しての反応が非常に良く、勉
強になりました。
J･￨￨￨￨‑･llll‑,llll‑･lll一一J

懇親会を計画しています。
既に３月１日付で加盟継続手続き、総会のご
案内が届いていると存じますが、連盟加盟手続
きは３月３旧、総会出欠のご回答は４月９日が
締め切りです。新規加盟希望の合唱団、代表者
変更等で書類が届いていない団体は県連事務局
までご一報下さるか、県連のホームページから
書類をダウンロードしてご利用ください。
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第34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
おかあさんコーラス部長 増井憲治
県内の麗しきおかあさんが集う第34回おかあ
さん広島大会は来る６月26日⑥呉文化ホールで
開催致します。おかあさんとしては1992年以来
の久しぶりの呉市開催です。本ホールは県内で
も有数な響きを持った会場であり、合唱を親し
むおかあさんが、多数経験されることを心から
期待いたします。
《大会までのスケジュール（予定）》
３月12日出 参加申込書発送
４月25日（月）締切り
５月14日比）打合せ会（出演順抽選会）
《講評・選考委員（順不同敬称略）》
清水敬一 合唱指揮者・全日本合唱連盟
東京支部副支部長
高橋昌子 声楽家・岡山大学大学院教授
長谷川晃 呉市教育委員会教育長
松本憲治 作曲家
西村紀子 ピアニスト・広島文化学園講師
《問い合せ》
〒739‑0266東広島市志和町奥屋目42増井憲治
:090‑2143‑4999
E‑mail: kenji masu＠sky.megaegg.ne.jp
読売日響モツレク合唱団員募集について
特別事業部 大上義輝
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読売日本交響楽団は創立50周年をむかえるに
あたり、読響第９代常任指揮者カンブルラン氏
の強い希望で「戦争と平和」をテーマに、モー
ツアルト・レクイエムを来年８月６日に広島で
演奏します。そこで、意欲と情熱ある合唱団員
を募集します。
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創立50周年記念事業に向けて実行委員会を編成
副実行委員長 山本定男
本年目月５日（土）広島国際会議場で行う広島県
合唱連盟「創立50周年記念事業」については、
既に先号で準備委員会がまとめた事業計画の大
綱をお知らせしておりますが、この記念事業を
具体的に進めるため、この程５つの事業部会か
らなる実行委員会を編成しました。いよいよ記
念事業の実現に向けて行動開始です。
実行委員会には、現行役員ばかりでなく、朝
日新聞や関係する合唱団の方々にも幅広く参加
して貰い、プランニングや実行に当たって頂く
二とにしております。既に、５つの部会毎に部
会を開いて具体的な事業計画を練っており、今
後、実行委員会で全事業計画をまとめた成案を
策定し、平成23年度の総会に提案します。
実行委員会の構成としては、全体を統括する
実行委員長に内田理事長、それを支える副実行
委員長に県連から大上・門野・谷副理事長、山
本名誉会長を置き、更に井手朝日新聞広島総局
長に加わって頂きました。また、個々の事業毎
に具体案を練る組織である５部会は、正副部会
長と委員で構成しております。それぞれご参加
頂いた方は次の通りです。
記念コンサー卜部会

部会長
副部会長

谷副理事長

委員

亀井・辰見理事、安田中・吉野谷氏、崇徳高・小
島氏、ＶＹＨ・寺沢氏、比治山中高・牧民、プェ
リ十女学院高・長谷川氏

門野副理事長、福原・岡村理事

式典部会
部会長

門野副理事長

副部会長
委員

山本名誉会長、竹本・大石理事
増井・岩崎理事

記念祝賀会部会

部会長
副部会長

犬上副理事長

主催
日時

読売新聞社・広島テレビ・読売日響

委員

原田・山本（呉）・鞘川理事、三好・近藤監事

2012年８月６日

記念鉢編集部会

場所

ALSOKホール

部会長

山本名誉会長

管弦楽

読売日本交響楽団

犬上副会長、大石理事、塩出顧問

指揮

シルノマン・カンブルラン

副部会長
委員

合唱指揮
練習日

松本憲治

総務部套ご

2012年３月からの土曜13:30〜j5:30
3/10、3/24、4/14、4/28、5/12、6/2、
6/9、6/16、6/23、6/30、7/7、7/14、
7/21、7/28、8/5

部会長

谷副理事長

副部会長
委員

川上・谷理事

募集人員
練習会場
その他

午後７時開演

Ｓ・Ａ各40名／Ｔ・Ｂ各30名
広島テレビ12階（中区中町6‑6）
参加費不要、楽譜は練習初日に無料配布、途中棄
権の場合は返却願います。

応募について：一般公募（オーディションあ
り）に先立ち、広島県合唱連盟加盟団体の会
員に限り、特別枠で予約受付をします。但し
３年以上の合唱経験のある高校生以上で定め
られた練習日に参加出来る方とします。
申込：今年５月14日迄にファックスかハガキ

山野上・国分理事

川上・谷理事

河野・岩崎・芥川理事代理、フェミニン・篠田氏

実行委員会の皆さんと力を合わせ、加盟各合
唱団のご協力を得て、今秋、創立50周年を高ら
かに喜び合いたいと思います。

で、住所、氏名、年齢、パート、合唱団名を
明記の上お申し込みください。
広島県合唱連盟特別事業部 犬上義輝
〒739‑1743 安佐北区倉掛2‑6‑21
FA〉く 082‑842‑8236 電話 082‑842‑1671
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去る９月目日、12日にウィーン・シュタマー
スドルフ120年祭が行われた。この催しはウィ
ーンのシュターマースドルフ（ウィーン市内最
大のホイリゲ酒場として有名）にある合唱団結
成120年を祝う催しで、地元ウィーンから６団
体の出演。ゲスト合唱団としてスエーデンから
｜団体、そして日本から私ども広島合唱同好会
が選ばれ参加した。
世界平和を希求する広島市長のメッセージを
読み上げての演奏に、会場からはスタンディン
グオベーションの大拍手。特に広島市の名誉市
民で、披傷者治療に尽くされた故原田東眠作
詩、藤掛廣幸作曲の「世界の命＝広島の心」の
演奏には鳴り止まぬ拍手に我々もつい涙ぐんだ
りもした。主催者からは最大級のお褒めの言葉
を頂いた。浴衣姿での熱唱に広島の思いが伝わ
ったのか、とにかく大反響だった。 しかもゲス
ト合唱団のスエーデンからは出演依頼の声もか
かった。開演前には団員一同で広島市長のメッ
セージと折り鶴を「広島の生の声」と共に会場
の皆さん全員に手渡し意義ある交流の場となっ
た。
ウィーンのシェーンブルン宮殿、ベルヴェデ
ーレ宮殿。そしてザンクトヴォルフガングで登
山列車に乗り標高1783メートルのシャーフベル
グ山の観光。ザルツブルグでのホーェンザルツ
ブルグ城コンサート。 ミュンヘンではニンフェ
ンブルグ城、それにノイシュバンシュタイン城
やビース教会見学。
旅の終わりはホーフブロイハウス（宮廷ビー
ル醸造所）で大ジョッキを片手に乾杯！充実し
た楽しい８日間だった。

'……'

I｣"………'ll………¨'‥゛'゛｢｡｣‑

山本名誉会長地域文化功労者賞受賞
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ウィーン・シュタマースドルフ120年祭
広島合唱同好会 大上義輝
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●･入場料:1000円
･･曲目：女声合唱曲集｢空に、樹に｣、女声合唱のための２つの
メドレー｢いつでも夢を｣から｢恋のメドレー｣他
◆広島同志社混声合I昌団第４回定期演奏会
●日時：４月17日(日)14時
●場所：広島県民文化センターホール
･･入場料:950円
●･曲目：混声合唱曲｢季節へのまなざし｣、ヴィヴァルディ作曲
｢グローリアニ長調｣他
◆比治山女子中学・高等学校合唱部第17回定期演奏会
●日時：４月24日【日】14時
●場所：広島市南区民文化センター・ホール
･･入場料：無料
●曲目：オルバン｢ミサ９番｣、ジブリアニメソング他
◆広島中央合唱団第4S回定期演奏会
･･日時：４月24日(日)14時30分
●場所：安芸区民文化センターホール
●入場料：一般1200円、学生700円(高校生以下無料)
･･曲目：混声合唱とピアノのための｢花に寄せて｣、｢Te
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ら｢地域文化功労者賞｣が贈られました
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〒730‑oa52広島市中区猫屋町3‑24‑1404
広島県合唱連盟広報部
＆FIX:082‑297‑1181

大石啓達
E‑mail:oishik＠mac.com
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◆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26日(士114時
･･場所：安田リョウ記念講堂
･･入場料：無料

･･日時：４月￨()日(日)14時
･･場所：南区民文化センター
･･入場料：無料
･･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
◆コール・トロイメン第ａ回演奏会
●･日時：４月17日〔日〕13時30分
●･場所：呉市文化ホール

、

[〉広報部連絡先

助郷綴
●･入場料:800円
･･曲目：女声合唱組曲｢心の四季｣より、ぱすてる４とおんベス
トヒット曲集他
加･ゲスト出演：フレディの会、アンサンブル・ポケット
◆第16回ひらのファミリーコーラスコンサート

山本定男名誉会 長 に 湯 崎 知 事 か ず
、

2011年３月９日（水）

●日時：４月２日〔土〕14時
･･場所：広島県民文化センターホール
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多年の合唱および合唱連盟活動が認められ

号

･･曲目：横山潤子作曲｢笑いのコーラス｣から、企画ステージ
｢The Sound of Music｣他
●賛助出演：安田女子中学校合唱部
◆創立21周年Ｅ念ぱすてる６とおんLovely
Concert l
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本年｜月13日
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Deum｣他
◆The Sweet Resonance
l stコンサート
●日時：５月７日(士ll4時
●場所：広島市東区民文化センタースタジオ
●入場料：無料
●曲目：宗教曲を主体としたアカペラ曲、ノスタルジア曲集か
ら、他
◆呉YWCA女声コーラス シヤローム創立25周年記念コンサート
･･日時：５月15日(日)14時
●場所：呉市民会館
●入場料:80()円
●曲目：ふるさとのうた春夏秋冬、目IBicinia、女声合唱のため
の組曲｢みやこわすれ｣他
◆第５回廿日市市合唱祭
●日時：５月22日(日出時30分
●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28合唱団
◆第50回広島合I●同好会定期演奏会
●日時：５月29日【日】14時
●場所：アステールプラザ大ホール
●入場料:9()0円
●曲目：森ミドリ作曲：合唱組曲｢空｣、落葉松、世界の命＝広
島の心、ア二−ローリー他
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