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第6回ヴォーカルアンサンブルコンテスト開催まもなく
声楽アンサンブル郡長 福原泰弘
て、世界合唱連合の副会長を務められている長

第6回を数えます「ヴォーカルアンサンフル
コンテストinひろしま」は3月iI日（日）に開催が

谷lii冴子先生を東京からお迎えします。また、
毎回共催して頂いているエリザベト音楽大学か

近ついて参りました。最近では熱心なフアンの
レベルも高くなっており、様々な音色を持った
クループが次々とステージにたたれるのを聴い
ていますと、私たちもつい演奏に引き込まれて

らは声楽家の桂政子先生と折河宏治先生に審査
講評をお務め頂きます。演奏後すぐそのクルー
プに対する講評が聴けるのも広島で開催するア
ンコンの特徴となっております。当日は是非ご
来場いただき、今年度最後の連盟行事を盛り上

しまいます。

げてくださることをお願いいたします。

方もあって、二のコンテストを聞かないと春が
来ないという方もいらっしゃいます。年々演奏

今回のコンテストには、審査講評委員とし
古田演団体（出演順）を
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第2回総会報告と24年度春季総会ご案内

事務局長

谷千鶴子

平成24年度広島県合唱連盟役目名簿

i月i5日（日）午後2時から広島国際会議場小会
議室ランの間において平成23年度第2回総会を
開催しました。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とについて
お諮りしていますが、2年に1度、春期総会に
先だって役員改選のための総会を開催してお
り、今年度がそれに当たります。
今回の総会では、開催まての時間にii月5日
に開催した創立50周年記念事業の写真展示と記
念演奏会D V Dの放映、50月年記念誌の展示と
加盟者団への贈呈があり、新春の和やかな雰囲
気の中で、次の審議が成されました。
①平成23年度中間事業報告②役員改選③平成24
年度事業計画④その他各専門部からのこ案内と
平成25年度からのコンクール、子ともピース合
唱祭についての説明の後、加盟合唱団からのお
知らせコーナーを行い、閉会しました。
平成24・25年度の役員が右表のように決定い
たしました。

姐∴∴当 名誉会長 剋＝

山本 定男

剞

嶋∴良蛙

規加盟希望の団体は県合唱連盟事務局までご一
報下さい。（T［L＆恥

082ゼ3叶2937）
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平成24年度春季総会は、4月i5日（日）午後i時
30分から 〈広島国際会議場中会議室コスモスの
間〉 て開催します。加盟継続の手続きは3月末
て、お忘れなきようお手配ください。また、新
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やっぱり大志万先生って、すてさだったわ！〜発声講習会終る〜
平成24年2月4日と5日、広島・尾道で開か
れた講習会は熱気に包まれて終りました。参加
者数延べ493名。との人の顔も上気して赤い。

一方クリニックは年内に3団体・90名の受講が

研修部長 亀井晴美
日は団の練習日、その成果は大きく、みんなの
問題意識がはっきり変わりました。練習不足で
の出場でしたが、団として参加できたことて得
るものは大きかったでず。（抄録）

決まり、この日はステージで大志万先生の熱い

指導を受けた。客席では先生の言葉を一言も聞
き漏らすまいと他団体のクリニックを傾聴して
いて会場は緊張感あふれていた。以下、クリニ
ックを受けた方の生の声を載せます。
尾道コールあい

代表

高原邦子

午後のクリニックは聴講する人も多く、緊張
した雰囲気で始まI）ました。私達の課題である

高音域の発声法や体を使っての声を前に出す方
法など、午前の講習と連動しながら的確に指導
していただきました。講習過程で音質が変わっ
てくると客席から拍手をもらい、緊張の中にも
充実感が弗いてきました。先生の言われること
を日々の練習に取り入れ実践していきたいと思
います。万全な体調ではない大志万先生でした
が、ハードな日程にも関わらず全力で指導して
くださる姿に感銘を受けました。（抄録）
プティフルール・アンサンブル
指揮者 堺谷雅子
今回はじめて団として参加しました。さて午

混声合唱団コア・リーテンローズ
代表 河村恭弘
2月5日、尾道会場の講習会に参加しまし
た。発声講習会では、歌う体を作るために自分
に合 う体操を毎日継続することの大切さを学
ぶ。正しい姿勢を保つため（腰を伸ばすこと）
背中に「小の字」のシワを作るよう 空手の時
の「オーッス」の賭け声を何度も繰り返す、響
きが少ずつ変わってくるのを実感するなどな
ど。具体的にものまねを混ぜながらユーモア溢
れる指導に、2時間半が短く感じられた楽しい
講習でした。午後からのクリニックは初めての
経験でしたが、各パートの課題に丁寧に答えて
もらい、大変勉強になりました。特にハスの6
人6様の声の指摘には、苦笑するしかありませ
んでしたが、一人ひとりが講習内容を実践して
いくことで克服していきたいと思います。団員
がひとつになる講義を受け、定期演奏会に向け
て意義ある講習会となりました。（抄録）

後、いよいよ「クリニック」。緊張のステージ。
リハーサルもないi曲目、イメージを作れない

ままの演奏、すぐにそれを指摘され、とんな場
合でもまずイメージを作って歌うことの大切さ
を感じました。2曲目はi6分音符の連なりや離
れた音程への音の出し方など技術的なことを学
びました。一日に3つの大きな体験でした。翌

国連合唱団が広島にやってくる
事務局長

谷千鶴子

真の平和実現の為には、国連職員という立場
を越えて人々の心に直接訴えかける文化交流が
必要との認識から、i947年に国連本部職員によ

る国連合唱団が結成され、いつか日本で「永遠
の平和と慰霊を祈念する」公演を行いたいとの
強い思いを持ち続けてきました。今年創立65周
年を迎える彼らは、その思いを実現する為に、
25カ国35名の団員が有給休暇を取り5月i8日に

来日し、広島〜長崎〜沖縄の合唱連盟と共に平
和と慰霊のコンサートをします。最初の地広島
では県連合唱団と5月20（日）に広島市文化交流会
館ホール（i日厚生年金会館）で寅奏会を開催し
ます。急遽、共演の要請を受け、県連では出来
るだけ多くの合唱団、市民の皆さんがこの意義

深い大イへントに参加し、合唱を通じて平和へ
の想いと感動を共有する事が出来るようにと、

創立50周年記念演奏会に参加した男声、女声、
混声部門の皆さんに2曲ずつ演奏していたたく
事にしました。ゲストには、歌手の加藤登紀
子、バリトンの多田羅迫夫、古筆奏者の毛Y、
歌手の麻衣さんも加わります。この公演を成功
させるために広島県、広島市を始め、報道関係
を含む各種団体と県連で広島公演サポート実行
委員会を組織し、急ピッチて準備を進めて参I）
ます。詳細については、3月初めに加盟各団体
の皆さまにご案内しますが、フィナーレては、
国連合唱団、加藤登紀子さんと一緒に加藤さん
のオリジナル曲「愛

Love Peace」を会場の皆

さんもご一緒に全員合唱する事になっていま
す。是非、ご一緒に歌いましょう。
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〜退任理事ご挨拶〜
県連の更なるご発展をお祈りして 内田陽一郎
県連理事長として2期4年間を務めさせて頂
きました。在任中の様々な出来事が浮かんで参
ります。中でも、就任後すぐに、広島市で開催
された「G8議長サミットの歓迎式典で有志の
混声合唱団による 〈アオキi）の歌〉 を編曲・指
揮したこと、県連特別合唱団「コ一口・スぺ・
サルヴィ」を編成してフィレンツェ国際音楽祭
に招増されオープニング・コンサートで演奏
し、広島市長の平和メッセージをフィレンツェ
市長1置里に手渡し演奏者全員が市の徽章を頂い
たこと、「2010こともコーラスフェスティバル

inひろしま」の主管県として第24回少年少女合

唱祭全国大会実行委員長を務めたこと、その
際、900年の伝統を誇るリヨン大聖堂少年合唱
団をゲストに迎え、広島平和記念聖堂で演奏会
を開催したこと、そして、県連創立50周年の記
念事業では全日本合唱連盟浅井敬重理事長、作
曲家の信長貴書氏、合唱指揮者の大谷研二氏、
ピアニストの斉木ユリ氏を招き、児童部門、中

学校部門、高等学校部門、一般部門（男声、女
声、混声）の各部門による大合唱を指揮して頂
き、記念演奏会を大成功裡に終えることが出来
たこ となと、思い出は尽きません。また、国際
都市ヒロシマとして、エストニアからエレルヘ
都市

イン女声合唱団、クアデマラからコ一口・ヴィ
クトリア、アメリカからスタンフォード大学合

唱団などが来広し、彼らとの交流で親睦を深め
ると共に、その演奏に触れることが出来たこと
も忘れられない思い出として脳裏に深く刻まれ
ています。私が理事長の大任を果たせたのも、
副理事長や事務局長を始め理事、事務局の皆さ
ん、そして何よりも加盟合唱団の皆様のご支援
とご協力があったれはこそてす。アカペラの紙
面をお借りして厚くお礼、感謝を申し上げま
す。平成25年度は広島県連が主管となって全日

本合唱コンクール中学校、高等学校部門が福山
市で開催されます。二の全国大会を成功させる
べく、新理事長の下、新しい役員の皆様方と共
に力を結集して取り組んで下さるようお願いを
致します。終わりになりましたが、加盟合唱団
の益々のご発展とこう舌躍をお祈I）いたします。

東広島混声合唱団

三好剛

監事を引き受けたのは、広島市内の各合唱団
に大きな負担がかかっていたので、他地域の合
唱団も何らかのお役に立てることをしなけれ
ば、というのが主たる理由でありました。振り

返れば、山本先生が理事長をされた期間の後
半、そして内田先生の全任期と長い年月を監事
として努めてきたことになります。今年で77歳
という高齢に加えて健康上のこともあり、役員
を辞任することを決意しました。長い間、多く

の方々から頂いた御指導、御協力に感謝申し上
げます。
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山本定男
平成23年度をもって、私の50年間に及ぶ広島

県合唱連盟活動は終わりを告げました。4年前
に理事長の職を辞した際、理事・名誉会長とし
て残らせて頂いたのは、県連の創立50周年記念
事業を私の最後のライフワークとしてお役に立
ちたかったからです。その創立50周年記念事業
は、昨年ii月5日に記念演奏会、記念式典、記
念祝賀会を盛大に開催され、私が部会長を担当
した記念誌も無事刊行することが出来ました。
ただ、この記念誌は肝心な時に私が長期入院し
たため、合信義事務局次長に部会長代行をお願
いし、大変なご尽力を頂きました。感謝のほか
ありません。これらの記念事業を通じて、私は
広島県連の成長した底力というか見事な協力体
制に感心しました。この蓄えた半世紀の力をバ
ネに、新理事長のもと新しい広島県連の歴史が
始まるものと確信しています。皆様本当に有難
うこきいました。

広島合唱同好会 太上義輝
昭和48年以来39年間にわたって理事をつとめ
させて頂きましたが、この度退任させて頂く
とになりました。力不足の私でしたが、みな
まに支えられながら今日の日を迎えました。心
からお礼申し上しあげます。特別事業担当とし
ては数え切れないほとたくさんの行事を消化し
て来ました。数々の第九演奏会やマーラーの復
活、ハイドンの天地創造、オルフのカルミナ・
プラーナにモーツアルトやフォーレのレクイエ

ムなどなど・・振り返ってみればすべで懐かしい
思い出はかりてす。こうした事業を通じて得た
多くの方々との出会いは、私にとって大きな心
の財産となりました。合唱連盟の役からは離れ
ますが、新役員体制での県連の発展を陰ながら
見守らせて頂きたいと思います。長い間ありが
とうございました。

ノートルダム清心高等学校合唱部 門野光伸
この度連盟副理事長を退任させて頂くことに
なりました。合唱連盟の理事としてi988年から

アカペラを担当し、ノートルタム清心高校合唱
部の生徒と共に、貴重な体験をさせて頂きまし
た。2002年からは副理事長として中国理事を務
めさせて頂き、主催行事の中では、合唱フェス
ティハル・アンサンフルコンテスト等を担当さ
せて頂きました。その中で一番心に残っている

のは、皆さまが献身的に働かれている様子でし
た。合唱連盟のコンクールに出て、当たり前の
ように演奏していた裏には、こんなに大きな支
えがあったのだということが分かりました。ま

た、その中で知り合った方々から温かく接して
頂き、連盟を支える強い絆を心強く思い、仲間
の大切さも学びました。今後も頂いた大切なも
のを忘れずに過ごして参りたいと思います。本
当に有難うこきいました。
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鱒執告制服

呉混声合唱団 山本芳明
県連は初めてでしたので続けられるかどうか
迷いましたが、あっという間の2年間でした。
その間ヘルニアの手術をして、皆様に御迷惑を
おかけ致しました。県連のスケールの大きさと
情熱を感じながら、多くの有能な方々と協力し
合って過ごせた事を、大変喜ばしく思っていま

◆安田学園安田女子高等学校音楽部スプiノングコンサート
ト日時

3月24日（土日4時

卜場所 安田ijヨウ記念講堂
卜入場料 無料
卜曲目 H24年度コンクール課題曲Fi、信長寅吉

作品集

他

卜賛助出演

す。皆様に御礼を申し上げます。

安田女子中学校合唱部

◆ひろしまレディースコーラス第15回発表会
卜日時

3月31日仕〉I4時

広島市役所合唱団 竹本輝男
卜場所 エソール広島
卜入場料 無料
広島市役所合唱団が男声合唱団として活動を
始めて今年30年目に入ります。私の理事の任期 ‡ト学生詫言詫智美舞詰、サクツフォンカルテッ
は2年間のみでしたが、フェスティバルの模様 尊 ◆混声合唱団コア・il−テンローズ第5回定期演奏会
替えや、連盟創立50周年事業等に関わり、大変 ㌘）ト日時 4月22日（日）14時
有意義な2年間でした。多くの方々にお世話に をト場所 ふくやま芸術文化ホールiノーテンローズ小ホール
なり感謝しております。今後ともよろしくお願 を 卜入場料1，000円
い致します。

泥岩i蒜誓謹霊∴明治の詩人の

The Sweet Resonance

芥Iii津代子

故足利悦子理事に交代して残り任期を務めさ

呼

卜日時

4月22日（日）i4時

専∴ト場所 広島市南区民文化センター
等 卜入場料 無料
あ∴ト出演団体 大竹女声合唱団、コール・マイン黒瀬、コー

せて頂きました。矢豆い期間でしたが、創立50周
年記念事業という大きな行事に関わることが出 ふ

来て大変意義深い体験を得ました。お世話にな

口・ナトウラーレ、女声合唱団いろは、コ一口・デ・ヒラ
ツル、他仝i3団体

◆比治山女子中学・高等学校合唱部第18回定期演奏会

った皆々様に心より感謝いたします。

卜日時

4月28日佳日4時

卜場所 広島市束区民文化センターホール
ト入場料 無料

第35回全日本おかあさんコーラス中国支部
葦∴ト曲目 オルバーン「パンシェ リングァ」、寺島尚彦「動
語 物のカーニバル」他
広島大会開催のご案内 曾
ふ◆創立10周年混声合唱団ヴァイオレット演奏会
平成24年度おかあさんコーラス部長
；ト日時 5月20日（日）13時30分
山野上純子
ト場所 呉市阿賀公民館3Fホール
ト入場料 無料
卜曲目 混声合唱曲集より「山のいぶき」他

県内の麗しきおかあさんが集う第35回おかあ
さん広島大会は来る6月24日（日〉広島国際会議場
フェニックスホールで開催致します。多数のご
参加を期待いたします。
《大会までのスケジュール（予定）〉
3月18日〈日）参加申込書発送
4月25日（杓

卜賛助出演
卜日時

モーツアルト作曲「レクイエム」、カルダーラ作曲

「スタハトマーテル」

◆第51回広島合唱同好会定期演奏会

締切り

卜日時

5月27日（日）14時

卜場所

アステールプラザ大ホール

ト入場料

900円

卜曲目

合唱指揮者

星野富弘作詩／大田桜子作曲合唱組曲「母の手」他

◆フェミニンコール広島創立35年記念第19回広島ジュニアコ

ーラス・フェミニンコール広島定期演奏会

声楽家
ピアニスト

卜日時

6月3日伯）14時

卜場所

広島国際会議場フェニックスホール

ト入場料

前売1000円（当日1500円）学生600円

卜第i部〜祈り

愛希望

第2部〜作曲家

池辺晋一郎の世

界

《問い合せ先》
山野上純子

一般i，200円

卜曲目

香月ハルカ 全日本合唱連盟監事
内田陽一郎 声楽家
木原朋子
濱本恵康

はつかいち文化ホールさくらぴあ

ト入場料

維茸評・選考委員（順不同敬称略）〉
信介

5月20日（日〉i4時30分

卜場所

5月i3日（日）打合せ会（出演順抽選会）
岸

あきシニアアンサンブル

◆第47回広島中央合唱団定期演奏会

◆広島メンネルコール第42回定期演奏会

TEL／轍：（082）823−7274

卜日時

卜場所

携帯：090−4i40−3569
E・maliIyamanO＠urba…eiP

E一maiI●oiShik＠maccom

f刑e」他

葦 ◆再結成30周年記念広島市役所合唱団第21回定期演奏会

〒730−0852広島市中区猫屋町3−24−1404
TEL＆孤082−297−1181

広島市アステールプラザ大ホール

‡擢料勇一謹組曲「富士山，、木下牧子作曲rEnfan。。
牽

＞広報部連絡先
広島県合唱連盟広報部

7月1日（日）13時30分

大石営造

毒∴ト日時

ふト場所

7月1日（日）I4時

広島市西区民文化センターホール

韓謀計結、諾謀計男声合唱
や 卜賛助出演 マツダ合唱団

