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　　　合唱団員募集のご案内

拝啓

　新緑に初夏の風が心地よく感じるこの頃です。

加盟各合噛団におかれましては、益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。

　さて､春季総会でご承認いただきました広　県合唱連　　立50周年記念　業の広　　合　連

立５０周年記念　　会合　団の　　　　、参加申_込書と広　　合　連　　立５０周年配意　の

依頼書を同封いたします。

　記念演奏会は､広島県合唱界の次の時代への継承と新たな発展のステップとなることを期待し

て、客演指揮者に我が国の第一線でご活躍の、浅井敬壷（合唱指揮者･全日本合唱連盟理事長）、

大谷研二（合唱指揮者）、信長食言（作曲家）の先生方を招聘し、合唱参加者にも聴衆にも喜ん

で貰え、かつ広島県の合唱音楽の向上・発展に資するものとして計画された意義深い、めったに

経験することのできない演奏会です。

　是非この素晴らしい演奏会を団員の皆さまにご紹介下さり、一緒にハーモニーを作り上げる合

唱団員として、ご応募いただきますようご案内いたします。

　参加申し込みの締め切りは、６月７日を予定しておりますが、各部門とも定員に達し次第、締め切

りとさせていただきますので、お早めにお申し込みください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
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おSI拿

広島県合唱連盟創立50周年記念演奏会

　　合　唱　団　員　募　集　要　項

１．参加資格・参加の条件

　　①広島県合唱連盟加盟合唱団の団員であること

　　②参加者は、一人一郎門のみに参加申し込みをすることができる。

　　③事前の３～４回（客演指揮者の練習を合む）の合同練習に参加できる事

　　④合同練習前に各自音取りを済ませておく事。

　　⑤参加申し込みは、必ず合唱団を通して申し込む事

　　⑥参加に当っては、参加費一人　1000円　を要します。

　　　但し､記念演奏会の入場券を１枚進呈しますが､記念演奏会参加団員も客席に入場する際は、

　　　入場券を必要とします。

　　⑦楽譜は一郎の市販の楽譜を除いて、県連で著作権申請をし、印刷した楽譜を実費で購入して

　　　いただきます。同封の楽譜の案内をご覧のうえ、必要数を合唱団でまとめて実行委員会事務

　　　局に申し込んでください。料金は楽譜発送時に振込用紙を同封いたしますので、到着後に振

　　　り込んでください。

　　⑧演奏会の本番は、暗譜で演奏いたします。

２．記念演奏会

　　１）日時

概要

平成２３年１１月５日（土） １５：○○開演、１７：○○終演予定

（１４：３０開場予定）

２）妾　場　　広島国際会議場フエニックスホール

３）演妻妾のス予－ジ構成と客演指揮者・曲目

　集一擲

　①　児童會●　　指揮：大谷研二　ピアノ：加島楊子・斎木ユリ

　　　合唱のための５つのバラード「蒼い海と空のきわみに」から

　　　　　　未来惑星おとぎ村（作詞：村田さち子作曲：輪場富美子）

　　　２合のピアノと兇童合唱による

　　　　　　『響軟』（作曲：Ξ善晃）

　　　宇宙に愛を（作鯛：峯鳥作曲：鈴木富失）

②　高等学校　　指揮：億長貴書　　ピアノ：未定

　　木の歌（作帥：谷川俵太郎　作曲：億長貴富）

　　女声合唱とピアノのための「初心のうた」から　（作詞：木島始　作曲：儒長貴富）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
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初心のうた

とむらいのあとは

③　男声會唱　　　指揮：鳥井敬壷

　　勇声合唱組曲「富士山」から　（作詩：草野心平　作曲：多田武彦）

　　　　　作晶篤壹

　　　　　作品集肆

　　　　　作晶篤貳捨壷

第
④

二部

　中学校　　指揮：僑長貴富　　　ピアノ：未定

　女声合唱とピアノのための「空の名前」から

　　　　夕蛯け（作詞：高田敏子作曲：借長貧富）

　童声合唱とピアノのための「リフレイン」から

　　　　リフレイン　（作詞：覚和敬子　作曲：億長貧富）

　未来へ（作詞・作曲：玉城千春纏曲：儒長貴富）

⑤　女声合唱　　指揮：浅弁敬■　　ピアノ：佐伯泰美

　　「歌のブーケ」から

　　　　もみじ（作詩：高野脹之作曲：岡野貞一編曲：萩原英塞）

　　　　ひまわりの凰（作詩：中村千栄子作曲：石弁倣）

　　　　砂山（作鋳：北原白秋作曲：中山●平織曲：増田園平）

　　　　あの朧鴫らしい愛をもう一度（作詩：北山修作曲：加●和廊●曲：土●公平）

⑤　混声合●　　指揮：大谷研二　ピアノ：斎木ユリ

　　合唱組曲「海と愛と花と」から　（作詞：峯　陽作曲：小林秀雄）

　　　　　音■の舟歌による創造

　　　　　川は廣れる

　　合唱のための５つのバラード「蒼い海と空のきわみに」から（作詞：村田さち子　作曲：輪場富美子）

　　　　　一義のオリープから　～輝く敬声　世界はひとつ～

４）地元練習の指導者分担と練習日程

　　　①　児童　　寺沢　希　　谷千鶴子

　　　　　８月２０日（土）夕方（安佐南区民文化センターホール）

　　　　　９月１０日（土）15:00～17:30（会場未定）

　　　　ＩＯ月０８日（土）15:00～17:30（会場未定）

　　　　１０月１６日（日）大谷研二先生（祇園公民館ホール　予定）

　　　　１０月３０日（日）午後（会場未定）

　　　②　中学　　岡村　要　　門野光仲

　　　　　８月０７日（日）午前中（会場未定）

　　　　　９月２３日（金祝）午後（会場未定）

　　　　ＩＯ月１０日（月・祝）信長貴富先生（エリザベト音楽大学予定）

　　　　１０月３０日（日）午後（会場未定）
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③　高校　　岡村　要　　門野光伸

　　　８月０７日（日）午後

　　　９月２３日（金祝）午前

　　１０月１０日（月・祝）信長貧富先生（エリザペト音楽大学予定）

　　１０月３０日（日）午後（会場未定）

④女声　　内田陽一郎　門野光伸

　　　７月３１日（日）午後（祇園公民館ホール）

　　　９月０４日（日）10:00～12:30

１０月０９日

１０月２３日

１１月０４日

⑤男声　　岡村

　　９月１０日

　１０月０８日

　１０月２３日

　１１月０４日

（日）10:00～12:30

(日)

(金)

要

(土)

(土)

(日)

(金)

浅井敬壹先生（祇園公民館ホール　予定）

午後（アステール多目的スタジオ）

　寺沢　希

18:00～21:00

18:00～21:00

　浅井敬壷先生（祗�公民館ホール　予定）

19:00～21:00（アステール多目的スタジオ）

⑥混声　　福原泰宏　　谷千鶴子

　　８月０６日（土）9:30～12:00

　　9月０４日（日）13:30～17:00

　10月０９日（日）13:30～17:00

　10月１６日（日）大谷研二先生（祇園公民館ホール　予定）

　１０月３０日（日）午後（会場未定）

この他に１１月５日の午前中に、ゲネプロと練習が、前日の１１月４日（金）午後～
夜に練習が組まれる予定です。

５）申し込み先・期限・募集人数

　　下記の広島県合唱連盟事務局まで、同封の申込書を使用して、郵送または添付メール
　　にてお申し込みください。

　　なお、申込書が足りない場合は、各団でコピーされるか、広島県合唱連盟ホームペー
　　ジからダウンロードしてください。

広島県合嘱連盟事務局

731-0136　広島市安佐南区長東西１－１３－１９

　　　　　　谷　千鶴子　内

電話・ファックス　０８２－２３０－２９３７

メールアドレス　　o.n｡tani-h ゛o●89.dion.ne。゜

申し込み期限

募巣定員

　児童部門

　中学校部門

　高枝部門

平成２３年６月７日（火）必着

但し、各部門とも定員になり次第、締め切りとなります。

　８０名

１２０名

１００名
４



女声合唱

男声合唱

混声合唱

１５０名

１００名

１５０名（女声　９０名　男声　６０名）

６）その他

　　①　楽譜の価格、事前の練習日程、場所の詳細は参加者決定後、別途連絡します。

　　②　参加費納入は、同封の振込用紙をご利用ください。その際に備考欄に合唱団名と

　　　　記念演奏会参加費とご記入ください。

　　③　客演指揮者他、諸般の事情で練習日程等、変更が生じる事がありますので、広島県

　　　　合唱連盟ホームページをご覧のうえ、ご確認ください。

　　　　広島県合唱連盟ホームページ　http://www.megaegg.ne.jp/″hca/

５



創立５０周年記念演奏会楽譜についてのご案内

１）児童合唱部門

　　未泉惑星おとぎ村

　宇宙に愛を

　　響紋

２）中学校部門

　　夕やけ

　　リフレイン・未来へ

約　1､000円以内（音源も含む）

著作権申請をして県連で印刷又はカワイ楽譜でピース作成

著作権（広島ジュニアコーラス）県連で印刷

全音　２､４１０円出版

響紋については､合唱団の指導者には上記の楽譜を購入して

いただき、ＮＨＫ東京放送児童合唱団の音源を配布し、団員

には合唱部分のみを作成したいと考えています。

1,100円

カワイ　からピースとして受注生直

音友から　２曲を受注生産

５００円

６００円

３）高校部門　　　2,415円

　　女声合唱とピアノのための「初心のうた」から　音楽の友社　1,575円

　　　初心のうた　　とむらいのあとは

　　木　　　　　　　出版：カワイ出版　　800円十税

４）女声合唱部門

　　うたのブーケ 全日本合唱連盟 1,000円

５）男声合唱部門

　　多田武彦　男声合唱曲集１から　音楽の友社　　I,470円

　　　男声合唱組曲「富士山」

６）混声合唱部門　　約　1,500円を予定

　　合唱組曲「海と愛と花と」から　　全音楽譜　　９９９円

　　　　音戸の舟歌創造　　川は流れる

　　一粒のオリーブから　　著作権申請をして県連で印刷又はカワイでピースとして

　　　　　　　　　　　　　受注生産
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　　　広島県合唱連盟創立50周年記念演奏会合唱団参加申込書

平成２３年 月 日

団　体　名

連絡先
住　所 電話

氏　名 Fax

参加者氏名 パート
参加希望合唱団部門別（該当の部門に○印）

児童部門 中学部門 高校都門 女声部門 男声部門 混声部門

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

部門別参加人数計

参加総数 名

参加費計 円

申込締切日

申込先

振込先

振込期限

　　　　　　7　　1j

〒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　　TEL＆FAX　　　082-23（ﾄ２９３７

０１３３０－２－８４６０５　　広島県合唱連盟事務局

平成23年６月２０日（月）

申込用紙が足りない場合はコピーして使用して下さい。

振込み用紙に ４唱団　を･お＆れｉく/?μ/



50周年記念演奏会楽譜購入申込書

合唱団名

演奏部門 参加人数 名

楽　　譜 予定価格 注文数 予定合計額

未来惑星おとぎ村 500円 冊 円

宇宙に愛を 250円 冊 円

響紋 250円 冊 円

夕やけ 500円 冊 円

リフレイン･未来へ 600円 冊 円

女声合唱とﾋﾟｱﾉのための「初心のうた． 1,575円 冊 円

木 840円 冊 円

うたのブーケ 1,000円 冊 円

富士山(多田武彦男声合唱曲集1) 1,470円 冊 円

合唱組曲「海と愛と花と」 998円 冊 円

一粒のオリープから 500円 冊 円

合計注文数 冊

合計予定金額 円

注文責任者

連絡先住所

一
Ｔ

電話番号(ファックス番号)

メールアドレス

(注1)貴合唱団の参加者で､使用楽譜を既にお持ちの方をお調べの上、申し込んでください。

(注2)受注生産の楽譜については､締め切り後まとめて楽譜の注文をしますので、申し込みの

　　　締め切りを6月７日(火)とさせていただきます。

　　　受注生産以外の楽譜については、申し込み順に注文し､実行委員会事務局

　　　に届き次第､貴団に発送します。
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