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〒731－0136 

広島市安佐南区長東西 
1－13－19谷千鶴子方 

Tel＆FaxO82－230－6065 

捻広島県金偏連盟創立
みんな祝おう広島県合唱連盟創立50周年記念事業

広島県合唱連盟では、来る11月5日（土）、広島

国際会議場において盛大に創立50周年記念行事

を開催します。これは半世紀の歴史を踏まえ、

次世代の発展に繋ぐ大切な節目であるところか
ら、記念事業の計画に当たっては、合唱人挙げ
てみんなで祝うこと、次世代への飛躍の場とす

ることを基本コンセプトとし、①記念演奏会、

②記念式典、③記念祝賀会、④記念誌の刊行な
どを計画しました。併せて、平成23年度中を祝

祭年次とし、ご覧のロゴマークを県連事業は勿

論、加盟各合唱団の行うプログラムにも掲載を
お願いし、みんなで祝い合う創立50周年としま

した。

先ず記念演奏会ですが、「輝く歌声～世界は
一つ」をテーマに、客演指揮者に合唱指揮者で

全日本合唱連盟理事長の浅井敬重先生、合唱指

揮者の大谷研二先生、作曲家の信長貴富先生の
3氏、客演ピアニストに斉木ユリ先生をお招き

しました。演奏曲には、広島県連の委嘱作品や

名誉会長・実行委員会副委員長　山本定男

国民文化祭での創作曲の再演、指揮者の先生方
の作品や推薦曲など盛り沢山です。ステージ構

成は、「児童」「中学校」「高校」「一般男声」
「一般女声」「一般混声」の6部門、公募によ
って「創立50月年記念合唱団」を編成しまし

た。皆さん是非お越しください。当日は15時開

演、広島国際会議場内のフェニックスホール、

入場料1000円です。続いて同ホールで行う「記

念式典」、これには行政・合唱連盟・朝日新聞
社などの来賓の方々とともに、全加盟合唱団に

参加を求め、みんなで祝う記念式典とし、貢献
のあった加盟合唱団や役員の表彰と大合唱を行

います。最後は国際会議場の大宴会場で、趣向

を凝らした「記念祝賀会」で閉暮します。みん

なで創った「記念誌」も当日配布します。な

お、翌6日（日）「広島県合唱フェスティバル2011」

を同ホールで盛大に開催しますが、これも記念

事業と一環とし、プログラムも記念演奏会との

合併版にしています。
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絶対に見逃せない550人が奏でるハーモニー　記念演奏会部会長　谷千鶴子

＜輝く歌声～世界は一つ＞をサブタイトルに

して、創立50周年記念事業の目玉とも言える記

念演奏会は、7月31日の女声合唱（114名）、8

月6日の混声合唱（146名）、7日の中学（109

名）、高校（79名）と練習を開始しました。20日

には児童部門（57名）もスタートし、9月10日は

最後の男声部門（iOI名）も練習開始です。広島

市近郊は勿論、大竹市、廿日市市、三次市、呉

市、東広島市、三原市、尾道市と県内広範囲か
ら参加の総勢550余名の記念合唱団員が、IO月

の浅井敬重、大谷研二、信長寅吉、斉木ユリの

客演の先生方との練習を目指して、熱の入った

時間を共有しています。

児童部門の演奏は、神楽団の参加あり、2台
のピアノとの共演ありと多彩です。他部門の演

奏曲は広島にゆかりのある歌も、懐かしい歌も

あります。素敵なチラシとチケットも出来あが

りましたので、加盟各団には9月中旬に販売協

力依頼の文書と共にお届けします。チケットは

デオデオ本店とヤマハ広島店のプレイガイドに

も若干、置いています。お早めにお求めくださ
い。

：　　∴／∴∴　∴ 迄ﾉﾈ���ー型攫違憲 � ��

∴考／∴∴ ∴ ����

一∴「 ��

1－；！ 吊 Ⅴ 俛��

鵜∴享iii �� ������������

∴ 櫨 ����一∴ ��

一一一　‾譲i �� � 

混声合唱練習風景



（2）　　　　　　　　　ア　カ　ペ　ラ120　号　　　　　2011年9月16日（金）

創立50周年記念式典について
記念式典部会長　門野光伸

広島県合唱連盟創立50周年記念式典を開催す

るに当たって、部会として考えてきたことを皆

さまにご報告するとともに、ご案内申し上げま

す。

創立50周年という記念すべき年月の積み重ね

は、今まで県連を支えていただいた皆さま、ま

たリードしてこられた方々がおられたからこそ

の賜物であるという事を第一に考え、団体・個

人表彰基準を以下のように決めていきました。

1．加盟団体の表彰

（i）長期加盟団体（今年度加盟が条件）

①50年連続加盟団体（1962－2011年度迄）

（925年以上加盟団体（継続性は問わない）

（2）県合唱コンクールへの連続参加

①2011年度に出場し、過去25回以上出場

②20iI年度に出場し、ここ10年間以上連続

出場
（3）全日本おかあさんコーラス

中国支部広島大会
20日年度迄、連続は問わず、25回以上出場

（4）合唱フェスティバル・同基準。

II．個人表彰

（I）理事長経験者

（2）副理事長・事務局長経験者

（3）理事経験者（IO年以上）

〈4）監事経験者（10年以上）

川．県連への貢献者、貢献団体への感謝状贈呈

（i）長期継続維持会員

①全日本扱い維持会員で、広島県関係者
（D県連扱い維持会員

（2）県連への貢献者・団体

そして記念式典式次第は
1．開会の言葉

2．物故者追悼

3．式辞

4．祝辞

5．来賓紹介・祝電披露
6．受賞団体・受賞者紹介
7．表彰状・感謝状贈呈
8．閉会の言葉

9．祝典大合唱

iO．記念写真撮影

です。

祝辞は全日本合唱連盟理事長・県知事・市
長・朝日新聞社広島総局長に依頼しているとこ
ろです。また、祝典大合唱では浅井敬重全日本

記念祝賀会のご案内
記念祝賀会部会長　大上義輝

この秋、広島県合唱連盟創立50周年を迎える

に当たり、記念コンサート、記念式典に続き記

念祝賀会が開催されます。
この祝賀会には浅井敬重全日本合唱連盟理事

長を始め、県・市からの来賓及び沢山の関係者
のみなさんにも参加していただきます。

そこで各合唱団のみなさんにも是非とも参加

していただき、世紀の祭典を盛り上げていただ

きたいものと思い、ご案内いたします。

開催日時：Ii月5日（土）I8時30分～

会　　場：広島国際会議場地下2階「ダリア」

会　　費：5，000円（その内3，000円は合唱連盟

50周年記念事業予算で補助致します）

参加人数：各合唱団2名の範囲でお願いしま
す。お申し込みについては下記まで

お問合わせください。

問合せ先：
電話：082－842－167i

FAX：082－842－8236

E－mail：daijo＠mvc，bigiobe，ne，jp

創立50周年記念誌のご案内
記念誌編集部会　合信義

今回発行する記念誌の内容は、本年度加盟合

唱団の自己紹介、連盟．加盟歴等の記録そのほか

となっています。加盟合唱団には各i部を無料

でお配りします。そのほか個人で必要な方は一

部500円でお求めいただけます。広島県の合唱

界の過去・現在・近未来を知る格好の資料で
す。是非お手元に一冊！

合唱団ごとに必要部数をまとめ、県連事務局
合信義　までお申し込みください。

Ema圧nobuyoshi－tani＠iive，jp　または

Fax：082－230－2937でお願いします。

理事長に「大地讃頒」を指揮いただき、全員で

大きな喜びを、歌い上げたいと思います。

式典は、2011年II月5日（土）17時I5分～I8時15

分の予定で、記念演奏会の終了後、フェニック
スホールの同じステージで行う予定です。これ

までの50年を振り返り、これからの県連50年

を、皆さまと共に大きな希望を持って歩み始め

る場にしたいと思っております。ご参加を心よ

りお待ちしております。
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広島県合唱連盟創立50周年記念「合唱フェスティバル2011」出場団体決まる
フェスティバル部　岩崎美保子　竹本輝男

）合唱の祭典「合唱フェスティバル2011」を
日月6日（日）広島国際会議場フェニックスホール

にて開催します。今回は50団体が出場し、日頃
の練習の成果を発表します。演奏順は日乍年同

様、各ブロック開始前、ステージ上での抽選で
決定します。出演される皆さまと合唱フアンの

皆さまとで、フェニックスホールを美しいハー
モニーと感動の空間にしましょう！！

小話評者（50音順・敬称略）
lIi野祐二　（エリザベト音楽大学学長）

糀場富美子（作曲家・東京音楽大学教授）
末廣正巳　（声楽家・全日本合唱連盟中国

支部長）
信長貴官　（作曲家）

村田さち子（詩人）

）広島県合唱フェスティバル20Ii　ブロック別　出演団体
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全国大会へ出場！マミ”シャンテ、コール・トロイメン、フェミニンコール広島の3団体

おかあさんコーラス部長　増井憲治
去る6月26日（日）『第34回全日本おかあさんコ

ーラス中国支部広島大会』は計35団体（出場者

881名）の参加を得て呉市文化ホールにて開催さ

れました。選考の結果『ひまわり賞』を受賞し
た団体の中から上記3団体が推薦され、8月
27～28日に福岡市で開催された全日本おかあさ

んコーラス全国大会に出場されました。

受賞団体は連盟のホームページにも掲載され
ていますが下表のとおりです。

今年の大会では特別ゲストの米国スタンフォ
ード大の若者の演奏に接することができ、新鮮

な刺激を受けることができたことも大いなる収

穫でした。I9年振りの呉市での開催による合唱
フアンの獲得、運営に参加いただきました地元

合唱を愛する方々の協力などに感謝を申し上げ
ます。来年の第35回広島大会は広島市に戻り6

月24日（日）広島国際会議場フェニックスホールを

予定しています。

8月27日～28日に開催された第34回全日本お

かあさんコーラス全国大会にて、広島から出場
したフェミニンコール広島はひまわり賞を、コ
ール・トロイメン、マミーシャンテはおかあさ

んコーラス賞をそれぞれ受賞しました。
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第50回広島県合唱コンク”ル開催の
「届けよう歌声）支えよう日本」

コンクール部長　原田典枝
8月21日（日）広島市安佐南区民文化センターホ

ールにおいて、第50回広島県合唱コンクールが

開催され、中学校、高等学校、大学、職場、
一般の17団体が合唱の美しい響きを競い合いま

した。審査結果は右表の通りです。来る9月
17・18日岡山市の岡山シンフォニーホールで行

われる中国合唱コンクールにはI3団体が推薦さ
れ、広島県代表として全国大会を目指します。
各々に団の特色を活かして力を発揮される事

を期待しています。尚、県大会当日東日本大震災
義援金のご協力も多数頂戴し（32，705円）誠に有
難うございました。こちらは全日本合唱連盟を通
してお届けいたします。来年は8月19日（日）広島

市安佐南区民文化センターホールにて第51回広
島県合唱コンクール開催を予定しております。

言： ヽ∴ �� �� ��
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高校A ��68���ﾘ)9乂xﾕｨ尨ｧ兀B� 亦�2 ��2 �"�金 ��ｲ�広島女学院高等学校音楽部 ��3 ��2 亦�3 仞"� 

／－トルダム清心高等学校合唱部 �"�2 亦�I �2�i 仞��○ 

高校B 儂H���(���ﾘ)9乂xﾕｨﾘx№YB�i ��3 �2� ��銀 ��ｲ�
崇徳高等学校ゲ）－クラブ �2� �� �� �;｢� 

大学 儘ﾉ8y�Xｧuf�6�嚢�ﾕ6Vﾖ$帽�fﾄD�D�����2 �"�2 �"�2 �"�銀 ��ｲ�

広島大学コール・ビビ、ソド 亦�i 亦�I 白�i 仞��Oi 

職場 �7ﾘ��68��5���ﾘx��㈱��&2�2 �"�2 白�2 �"�銀 ��ｲ�

広島市役所合唱団 亦�i 白�2 亦�i 仞��○ 

一般A 俘x№&8��*H��+ﾘ��*ｨ��*ｲ� �� �� ��銅 ��

Men’sVocaiE［SembIe”寺漠” �2�3 �2�2 �2�3 仞"�○ 

一般B 俘x㈱��&8��-ｸ��,���*ｸ��.��2 �"�2 �2�2 �"�金 ��ｲ�

合　唱　団　あ、る 亦�i 亦�I 亦�i 仞��○ 
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告期販
◆東広島混声合唱団第31回定期演奏会
卜日時：10月2日（日）14時

卜場所：広島大学サタケメモリアルホール
ト入場料：一般1，000円　高校生以下500円

卜曲目：多田武彦合唱曲より「絵日傘」「富士
山」、児童合唱団「大地」ステージ他

◆Youth Choir Project～蛙～第1回演奏会
～平和への切なる祈リー

ト日時：iO月2日（日）15時

卜場所：エリザベト音楽大学セシリアホール
ト入場料：1000円学生500円（高校生以下無料）
ト曲目：S．ドブロゴス「MASS」、「TE DEUM」、

U，シサスク「Benedictio」他

◆コ“ラスグループ　ラのドルチェ11thコンサート

ト目時：IO月I5日（土）17時

卜場所：呉市つばさ会館4階音楽ホール
ト入場料：無料
卜曲目：混声合唱のためのア二ソン・フラッシ

ュ、無伴奏混声合唱による日本名歌集「ノス
タルジア」より他

◆コ“ロ・フイオ“レ．！、るたサードコンサ“ト

（創立25周年記念）
ト目時：IO月23日（日）14時

卜場所：広島県民文化センターホール
ト入場料：無料
卜曲目：混声合唱曲集「うたをうたうとき」よ

り、イギリスの曲集～フルートと共に　他

◆尾道女声合唱団まどか第5回演奏会
卜日時：日月20日（日）I4時

卜場所：しまなみ交流館
卜入場料：1，000円

卜曲目：鈴木憲夫氏を迎えて、同氏にちなんだ曲、

女声合唱のための「マザーテレサ愛のことば」他

◆広島ベルカント男声合唱団第4回ホームコンサート
ト目時：12月4日（日）13時30分

卜場所：広島市東区民文化センタ一大ホール
ト入場料：無料
卜曲目：日本の歌＆イタリアの歌　合唱と独唱
で綴るア・ラ・カルト、邦人作品、古典宗教
曲、イタリアの山の歌、オペラ合唱曲他

卜友情出演：The Sweet Resonance（女声合唱）

◆マツダ合唱団6thコンサート
ト日時：I2月4日（日）14時

卜場所：広島県民文化センターホール
ト入場料：800円
卜曲目：木下牧子作曲「にじ色の魚」、佐藤賢
太郎作曲「Requiem Pacis」他

◆コールブルーin城南　20周年記念コンサート
ト日時：12月11日（日）13時30分

卜場所：福山芸術文化ホール（リーデンローズ
小ホール）

ト入場料：無料
卜曲目：女声合唱組曲「心の四季」、開店20周
年を迎えたレストランの一日他

◆復興と平和への祈りを込めて「クリスマスジ
ョイントコンサート」

ト出演：女声合唱とおんきごう、Chamber Choir

CIinics仙台、Men7s VocaiEnsembie“寺漢”

ト日時：12月ii目（日）14時30分

卜場所：広島流用教会
卜入場料：無料
卜曲目：T．」．de Victoria「Requiem」、北欧のク

リスマス、荒野の果てに、White Christmas他
（瞭i軸ii軸i軸一球ii毎回瞭－i尊軸ゆ軸iLや一軸11日鴫野①i瞭－‾軸－i軸一瞭i毎回瞭i軸i

＞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
TEL＆鰍：082－297－1181
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