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第34回のおかあさんコーラス中国支部広島県大会開催のお知らせ
〜呉市文化ホールにて35団体の出演〜
毎年、連盟の年度最初行事であり初夏を飾る
第34国全日本おかあさんコーラス中国支部広島

おかあさんコーラス部長増井憲治
清水

大会が６月26日（日）午前10時より上記会場で開催
されます。初出場（※印）の｜団体を含む昨年
と同数の35団体の出場を得ることができまし
た。明るく元気なおかあさんの歌声にコーラス
仲間と共に奮って御来場いただきますよう御案
内いたします。
なお、出演団体は下表のとおり（出演順）で
す。
講評委員の先生として
コール・インウィ（呉市）
大竹女声合唱団（大竹市）
東城コールエコー（庄原市）
（30年連続出場ガーネット賞）

（５年連続出場あさがお賞）
フリージャ・コーラス（東広島市）
（10年連続出場はまなす賞）
コール

上下コーラス（府中市）

マミーシャンテ（東広島市）

（竹原市）

(合唱指揮者・全日本合唱連盟理
事・東京支部制支部長)
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・合唱指揮者）
西村 紀子（ピアニスト・広島文化学園講師）
の先生方をお招きしております
最後に、久しぶりの呉市での開催に当たり、
地元呉市の合唱団の方々の献身的なご協力をい
ただきますことを心から御礼申し上げます。

コール・ブルーイン城南（福山市）

瀬戸ハーモニークラブ（福山市）※
竹原コーラズそよ風

敬一

ゆうかり（広島市）

広島女声合唱団（広島市）
アンサンブル・ポケット（呉市）
レディースコーラス虹（福山市）
オレンジコーラス（豊田郡）

山陽高校PTA

スマイルコーラズ（広島市）

コール・ブルーメ（広島市）

ラルモニーア・エテルナ（広島市）

（20年連続出場カトレア賞）

コーロ・ペルレ（広島市）

フラウエンコール布野（三次市）

コール・トロイメン（呉市）

ばすてる６とおん（広島市）

尾道コールあい（尾道市）

フェミニンコール広島（広島市）

コーロ・デ・ヒラソル（安芸郡）

コーロ・フィオーレふるた（広島市）

（10年連続出場しらゆり賞）
コール・ハウディ（広島市）

女声コーラス

ポコ・ア・ポコ（三次市）

コーロ・ナトゥラーレ（広島市）

コーラスりんどう（広島市）

アンダンテ（広島市）

音の花束（広島市）

プティフルール・アンサンブル（三原市）

コール・マイン黒瀬（東広島市）

東広島女声viaLactea（東広島市）

尾道女声合唱団

まどか（尾道市）

平成23年度春季総会報告

理事長

‑

４月17日広島国際会議場ダリアの間で県連春
季総会が開催された。会員目6団体中70団体の
出席、41団体の委任状にて連盟規約に則り総会
成立が谷事務局長よりなされ配布資料確認後、
所定の議題に沿って議事進行がなされた。犬上
副理事長の22年度の事業報告に続き、事務局長
より収支決算書の説明後、近藤久子監査役から
適正に処理されている旨会計監査報告がなされ
た。また監査の結果を踏まえて県連の今後の財
政に関する貴重なご意見を頂戴した。この後。
「合唱団ある」の小田氏より繰越金及び県連で
購入した電子ピアノに関して質疑応答がなされ
た。電子ピアノ購入により県連の事業支出が大
幅減になった事や加盟団体が演奏会等で必要の
際は無料貸し出し出来る体制が整ったことなど
事務局より説明がなされた。次いで、門野副理
事長より次期事業計画案が提出され、その中で
特に23年度事業中一大事業となる県連50周年記
念事業に関して、山本名誉会長（記念事業担当

二

（25年連続出場カサブランカ賞）

内田陽−郎

理事）より説明がなされ、かかる事業の運営費
などを含めた23年度予算案が事務局より提出さ
れた。その際、連盟会費が設立当初より同額で
据え置かれていることや、1990年代からの連盟
の収支対照表の資料が提示され、今後の県連財
政問題の検討も合わせて提案がなされ、本事業
案、予算案は共に拍手で以て承認された。人事
異動に関して、研修部副部長の辰見裕行氏の辞
任に伴う異動で「女声合唱団まどか」の石崎幸
枝氏が推薦され、同部副部長に就任した。予定
時間を超える熱心な審議と各部からの案内の
後、長年に亘って県連に貢献された山本名誉会
長に県知事より広島県地域文化功労賞が授与さ
れた旨紹介があり、県連より花束を贈呈し、喜
びを分かち合った。恒例の加盟団体の情報コー
ナーの後総会を終了した。尚、本総会でも東日
本大震災の義援金募金を呼びかけ、寄せられた
26､000円の善意を朝日新聞社厚生事業団を通じ
て日赤に寄贈したことを付記して報告とする。
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さあ世界に発信しよう！創立50周年記念演奏会
〜輝く歌声 世界はひとつ〜
本年目月５日（土）広島国際会議場で行われる一
連の広島県合唱連盟創立50周年記念事業の中
で、歌う喜びを世界に発信したい事業がフェニ
ックスホールで行う記念演奏会です。団員募集
も終わり演奏曲目等の詳細も決まったので具体
的なステージ構成などを紹介します。
なお、開演時間は当初午後２時からの予定
を、出演者の集合時間を考慮し午後３時からに
変更しました。
１．世界に発信するサブタイトルを設定
記念演宴会に〜輝く歌声 世界はひとつ〜の
サブタイトルを付けました。これは2000年の国
民文化祭で歌った曲のテーマであり、今回も最
後にその曲を取り上げるところから、作詞者の
了解を得て付けたものです。記念演奏会のイメ
ージにピッタリです。
２．魅力的な記念演奏会の曲目構成
今回お招きした客演指揮者のご協力もあっ
て、広島初演の曲もあり、魅力的な曲目構成に
なりました。ご期待下さい。ステージ毎の指揮
者、ピアニスト、演奏曲目等は次の通りです。
第一部｜〜３ステージ、第二部４〜６ステージ
１．児童合唱 指揮：大谷研二 ピアノ：加島
裕子・斎木ユリ①国民文化祭2000の創作曲から
「未来惑星おとぎ村」作詞：村田さち子、作
曲：椛場富美子②２台のピアノと児童合唱によ
る「響紋」、広島初演、作曲：三善晃③「宇宙
に愛を」作詞：斎場 作曲：鈴木憲夫
２．高等学校 指揮：信長貧富 ピアノ：福政
歩 信長作品①「木」作詩：谷川俊太郎②女声
合唱とピアノのための「初心のうた」から「初
心のうた」「とむらいのあとは」作詩：木島始

2011年６月９日（木）

副実行委員長

山本定男

３．男声合唱 指揮：浅井敬壷 男声合唱組曲
「富士山」から①作品第壹②作品第肆③作品第
貳拾壹 作誌：草野心平 作曲：多田武彦
４．中学校 指揮：信長貧富 ピアノ：小林知
世 信長作品①女声合唱とピアノのための「空
の名前」から「夕焼け」作詩：高田敏子②童声
合唱とピアノのための「リフレイン」から「リ
フレイン」作詩：覚和歌子③「未来へ」作詩：
谷川悛太郎
５．女声合唱 指揮：浅井敬壹 ピアノ：佐伯
歩美 全日本合唱連盟編「歌のブーケ」から４
曲「もみじ」「ひまわりの風」「砂山」「あの素
晴らしい愛をもう一度」作詩者・作曲者略
６．混声合唱 指揮：大谷研二 ピアノ：斎木
ユリ（紹介後記）①広島県合唱連盟委嘱・初演
作品 合唱組曲「海と愛と花と」から「音戸の
舟唄による創造」「川はながれる」作詩：峯陽
作曲：小林秀雄、国民文化祭創作曲 合唱のた
めの５つのバラード「蒼い海と空にきわみに」
から「一粒のオリーブから〜輝く歌声 世界は
ひとつ〜」作詞：村田さち子 作曲：椛場富美
子
最後に、このたび新たに客演ピアニストとし
てお迎えした斎木ユリ先生を紹介します。斎木
先生はＮＨＫ東京児童合唱団の客員ピアニスト
としてご活躍の方ですが、３月末の三次公演創
作合唱オペラ「いのうもののけ」で素晴らしい
ピアノを披露され、今も強く印象に残っていま
す。他のピアニストの方々は地元でご活躍の方
です。また、合唱の事前練習には理事長他５名
の地元指導者の方に当たって頂きます。広島県
合唱連盟総力を挙げての記念演奏会です。

J,lil･J･lll･･−

第50回広島県合唱コンクール♪開催
広島県合唱コンクールは回を重ね、いよいよ
第50回の記念すべき開催を迎えようとしており
ます。
８月２旧（日・午前10時30分開演）に昨年と
同様、広島市安佐南区民文化センター大ホール
に於いて広島の心を各合唱団の美しい響きにの
せて競演のはこびです。今年は出場申し込みの
／切りが６月18日（土）となっており、さらに多く
の団体のご出場をお待ち申し上げております。
皆様も熱いご声援よろしくお願い致します。
審査員として♪♪♪（敬称略）
・江上孝則 （指揮者）
・岡崎順子 （声楽家・岡山県立大学教授）
・益田追
（声楽家・合唱指揮者・広島文
化学園短期大学名誉教授）

･101〃･￨￨￨･,‑￨￨II

コンクール部長

原田典枝

・馬場有里子(音楽学・エリザベト音楽大学
准教授)
・内田陽一郎(広島県合唱連盟理事長エリザ
ベト音楽大学名誉教授)
以上の５名の皆様をお迎えすることとなりまし
た。
入場料：前売り800円・当日999円
(小学生500円)
お問合せ：コンクール部 原田
(082‑843‑2313)
※大会当日は駐車場が混雑します。ご来場の
方は公共交通機関をご利用下さい。
(アストラムライン中筋駅より 徒歩３分
ＪＲ可部線古市橋駅より 徒歩10分)
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スタンフォード室内合唱団来広
副理事長・事務局長兼務
米国の誇る伝統的な大学アイビーリーグの一
つ、カリフォルニア州のスタンフォード大学の
学生と教員によるスタンフォード室内合唱団が
６月24日から広島を訪れ、２つの演奏会とワー
クショップによる市民との交流をします。
団員は、米国のみならず世界中から来てお
り、音楽専攻を始め、多様な学部・学位の学生
から構成されています。室内合唱団のメンバー
として、彼らは演奏、ツアー、レコーディング
のハードなスケジュールをこなしながら、厳し
い学業を両立させています。ヨーロッパ各国、
アジアヘの度重なる海外演奏旅行、レコーディ
ングを通じ、国際的な合唱界で認められていま
す。湯崎知事がスタンフォード大学大学院のご
出身であることからこの夢のような下記の交流
実現の運びとなりました。
１）コーラス・ワークショップ
日時：６月24日童19時〜20時
会場：エリザベト音楽大学ザビエルホール
内容：エリザベト音楽大学マドリガルシンガー
ズとスタンフォード室内合唱団によるコ
ーラス・ワークショップを高校生・大学
生の合唱団が無料で聴講できます。
２）県立美術館ミニコンサート

谷千鶴子

定員:120名・入場無料
３）第34回全日本おかあさんコーラス
中国支部広島大会ゲスト演奏
日時：６月26即日）16時50分〜
会場：呉市文化ホール
内容：アカペラによる古典合唱曲、現代曲
黒人霊歌、団員編曲による日本の歌
入場料：前売券800円 当日券￨､000円
10歳の時に祖父に逓れられて８月６日の平和
公園を訪れ、灯籍流しに強くひかれた指揮者の
佐野教授（日系二世）の学生たちを広島にとい
う強い希望から広島公演が実現しました。透明
な彼らのハーモニーを是非、お楽しみくださ
い。

日時：６月26日㈲13時〜13時30分
会場：広島県立美術館地下｜階講堂
内容：スタンフォード室内合唱団による演奏会
･ ･ l l‑ l〃 ･ l j l l 〃 I I I ･ 〃 ･ I I I
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♪合唱の祭典「合唱フェスティバル2011」
フェスティバル部
合唱フェスティバルを来る目月６日(日)フェニ
ックスホールにて、広島県合唱連盟創立50周年
記念事業の一環として開催します。
今回は、昨年の進行方法に少し変更を加えて
行います。各ブロックごとに出演団体全員に客
席に着席していただき、ステージ上で演奏順の
抽選をし、その結果に従って演奏をしていただ
くことは同じです。演奏前に一旦ステージ袖に
待機して頂く点が変更点です。演奏が終わった
ら客席にもどり、それぞれのブロックの演奏を
鑑賞します。児童・女声・男声・混声、多部門
にわたり出演が期待されるフェスティバルに新
たな合唱の風を吹かせ、客席とステージが一体
となって盛り上がるフェスティバルにしましょ
う。
★参加案内、要項及び申込書は７月中旬、郵送

･lll･9−llll･−M11

岩崎美保子、竹本輝男

にて各団の代表の方に発送致します。
★申し込み締め切り日は８月24日（水）です。申込
順に希望ブロックヘ入れさせて戴きます。
★説明会は９月23日（金、秋分の日）13:
30〜15：30西区民文化センター・大会議室に
て行います。
★講評者には、50周年記念合唱フェスティバル
にふさわしく、（敬称略）
川野祐二 （エリザベト音楽大学学長）
椛場富美子（作曲家）
末廣正巳

（声楽家・中国支部長）

信長貧富 （作曲家）
村田さち子（詩人）
をお迎えする予定です。
★皆様方の多数のご参加をお待ち申し上げま
す。
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告知板

子

子

子

第５回アンサンブルコンテストは、去る３月
13日(日)、エリザベト音楽大学との共催で、同音
大セシリアホールにおいて開催いたしました。
第４回の同コンテストも高いレペルでの演奏が
続きましたが、今回はさらにそれを上回るすば
らしい演奏の連続でありました。このアンサン
ブルコンテストが、広島での合唱文化の向上に
少しでも貢献することができている証であろう
と考えております。
今年度は、３月目日(日)開催と決定しておりま
す。このすばらしいコンテストに多くの人が触
れる機会があることを切に願っております。
今回のコンテストの結果は以下の通りです。
グランプリ（１団体）

子

子

子

子

う･

ナ

牛

寸

吟

慟

斗，

寸

す

ナ

寸

エリザベド賞（２団体）

作品初演演奏会〜
●･日時：６月日日出18時30分
●･場所：広島国際会議場フェニックスホール

す

寺

Ye目ow Girls

◆合唱団ある第25回定期演奏会〜信長貧富委嘱

●･入場料:￨､000円（中学生以下入場無料）
●･曲目：三善晃作曲

混声合唱組曲「詩の歌」、

信長貴官作曲「銀河鉄道の夜―混声合唱とピ
アノのための音画一」〈委嘱初演〉他
◆広島メンネルコール第41回定期演奏会
●･日時：７月３日（日）13時30分
●･場所：アステールプラザ大ホール
●･入場料:¶､000円

寸

●･曲目：鈴木憲夫作曲「永訣の朝」、「雨ニモマ

Youth ChojE Project〜煌〜

す

スターボーイズ

千

優秀賞（９団体）…よ記３団体を禽む

寸

ケズ」、千原英喜作曲「カンティクム・サク
ルム第２集」他

す

ＫＯＴＳＵＮ

嶮

The Sweet Resonance

す

Youth Choir Project〜煌〜

嶮

ノートルダム清心中学校音楽部「マリアン」

◆広島市役所合唱団第20回定期演奏会
●･日時：７月10日（日）14時
●･場所：広島市東区民文化センターホール

す

Yellow Girls
嶮

アンサンブル海

●･曲目：タリス作曲「エレミアの哀歌」、木下

スターボーイズ
慟

ノートルダム清心高等学校合唱部「ひまわり」

よ

コール・ビビッド

奨励賞（残り16団体）

子

ｉ

コーラスグループラ♪ドルチェ
ｊ合唱団ぽっきり
｜コーラスグループ☆ベガ
ひじやまかえで

ソ

･ｹ

す

千

寺

ヤ

ノートルダム清心高等学校合唱部「なでしこ」

字

Sicut lillium
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私たちが歌う理由
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ケールセレーン

ナ

アマービレ

予

ＩＨＹＣアンサンフ勺レ

ポラリス歌楽塾

牧子作曲「祝福」、寺島陸也作曲

男声合唱

とピアノのための「ふじの山」他
●･賛助出演：女声合唱団とおんきごう

争

広島市役所合唱団"SOMNIUM"

広島市役所合唱団"ARCUS¨

●･入場料:800円
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◆女声合唱コラル・エリザベト

マ

ファミー

ユコンサートXI
●･日時：７月17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:｜､000円
●･曲目：ラインベルガー作曲「Messe

in Es」、

松下耕作曲「紀の国のこどもうた３」、信長
貴富作曲「ノスタルジア」他
◆東広島混声合唱団第31回定期演奏会

す

広島大学合唱団音楽隊
合唱団ぬいぐるみ

牛

ひじやまさくら

す

す

●･日時:10月２日（日）14時
●･場所：広島大学サタケメモリアルホール
●･入場料：一般￨､000円

高校生以下500円
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●･曲目：多田武彦合唱曲より「絵日記」「富士
山」、名曲選「春の海」「海の匂い」、児童合
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子

唱団「大地」ステージ他

牛
ヽ‑¶晋やｰ
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）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
＆FAX:082‑297‑1181
E‑mail:oishik＠mac.com

