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新体制で出発した広島県合唱連盟
4月15日春季総会の日から、広島県合唱連盟

は理事長を始め、副理事長、事務局長も交代し
て、新理事7名を迎え、51年目の船出をスター

トした。30代、40代の若手理事の皆さんとの出

発は、広島県連の明るい未来を築く船出でもあ
る。昨年11月の創立50周年記念事業を成功に導
いた諸先輩か築いて来られた輝かしい歴史を、

記念誌の中に見るたびに身が引き締まる。
いつもなら、6月のおかあさん大会から始ま

る広島県連だが今年は違っていた。5月20日に

国連合唱団広島公演が入ったからだ。3月中旬
から同時に2つの事業の準備を進めていかねは

ならなかった。しかも一方は部長交代、新理事
の副部長、もう一方は19カ国30人の国連合唱団

を受け入れ、サポートする国際事業である。県

連事務局も役割担当を2分して、2つの大事業
に当る事にした。岩崎事務局長と河野次長は主
に県連事業の事務局を、谷・lii上・大石次長は

国連合唱団広島公演事務局を担当し、お互いの
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理事長　谷　千鴇子

連携も図った。3月初旬に国連合唱団広島公演

実行委員会発会、15日記者発表と進んだ。一方
で、春季総会とおかあさん大会、コンクールの

準備も並行するというハードなスケジュールに

も拘わらず、理事の皆さんが着々と夫々の仕事

をこなしてくれた。原田康夫実行委員長（広島

市現代美術館長・元広島大学学長）のもとに国
連合唱団の実行委員会は、県・市を始め、広島ユ
ネスコ協会、広島市文化協会、広島国際ソロプ
チミストを始めとする多くの皆さんの連携か功

を奏し、大成功に終わったが、実行委員の皆さ
んに広島県合唱連盟の組織力と層の厚さを認識

していただく事もできた。中国支部で初めての

女性理事長を選出した広島県連だが加盟団体
に占める女性達の数は多く、近年の県連事業も、

多忙な男性たちを支える女性理事の活躍が著し
い。今年も10名の女性理事の活躍が期待される

明るいスタートを切った広島県合唱連盟に、加
盟者団皆様の応援とご協力をお願いします。

第35回全日本おかあさんコーラス中国支部広島大会　フェニックスホールで開催
おかあさんコーラス部長　山野上純子

毎年この日を目指して練習に励んできた成果　　講評委員：（順不同、敬称、役職略）
を、ステージ一杯に繰り広げます。今年は33団

体が出場し華やかな楽しい大会になることと思
います。ご来場くださりパワー溢れるお母さん

達を応援して下さいますようご案内いたします。

日時．2012年6月24日（日〉10．00開演

会場：広島国際会議場フェニックスホール
入場料　前売券　800円　当日券1，000円

岸　信介　　合唱指揮者・全日本合唱連盟

副理事長
春用ハルカ　合唱指導者

内田陽一郎　声楽家・エリザベト音楽大学

名誉教授
木原朋子　　声楽家

演本恵康　　ピアニスト・広島大学大学院

教授

《出演団体と出演スケジュール〉
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子どもピース音楽祭開催のご案内
実行委員会副委員長　谷　千話手

広島から世界へ平和のメッセージを発信し、

平和貢献活動を支接していくため、音楽を通じ
た世界規模の平和コンサートを平成25年度に開

催する事が計画され、このコンサートのムーフ
メント形成の一環として、音楽を通じた国際平

和の担い手の育成と国際感覚の醸成を目的とし
て、今年8月25日仕）合唱の部と26日（日）吹奏楽の

部が開催される事になりました。県を中心に実

行委員会が組織され、既に広島県合唱連盟の児
童、中学、高校各部門にご案内があり、参加希
望団体は申し込みを済ませました。

合唱の部の出場団体は8分以内の個々の演奏
と、松下耕先生の指揮で小学生による合同演奏
と中高生による合同演奏、全員による3群の合

唱による合同演奏をします。

開　演　　午後2時

会　場：上野学園ホール（i日ALSOKホール）

客演指摘：松下耕（作曲家・合唱指揮者）
入場券：一般￥1，000　高校生以下￥500

平成24年度春季総会報告　輔局長岩崎美保子

4月15日広島国際会議場コスモスの間で県連春季

総会が開催された。加盟団体数113のうち、出席63、

委任状提出35により連盟親約に則り総会成立、所定

の議題に沿って内田（前）理事長により議事進行がな

された。大上（前）副理事長の平成23年度事業報告に

続き、谷（前）事務局長の収支決算報告後、近藤監査

役から会計監査報告がなされた。この後、小田氏（合

唱団ある）より　帖0周年事業各部会予算額』につい

ての指摘があり、修正し後日送付することとなった。

続いて上田氏（広島合唱同好会）より『会費・繰越金』
についての質疑がなされ、改めて会費の使途・繰越

金の用途について谷（前）事務局長より説明がなされ

た。次いで谷事務局次長より規約の改正について説

明、『会員』に関しての質疑がなされ、谷次長より

全日本の規約に基づいた説明の後承認された。細則

改正についても質疑応答の後、承認された。議事進

行か平成24年理事に引き継がれ、谷新理事長を議長

とし、増井副理事長より24年度事業計画案、福原副

理事長より全日本・中国支部関係事業訂画の説明が
なされ、続いて事務局より収支予算案の説明をし、

拍手を以て承認された。また、国連合唱団広島公演

協力のお願い、各専門部より事業への協力をよびか

けた。理事交代に伴い、内田前理事長、大上前副理事

長、門野前副理事長に記念品を贈呈し、感謝の気持ち

を伝えた。また文部科学大臣貰受貫をお祝いし山本

前名誉会長に花束を贈呈、拍手のなか閉会となった。

第51回広島県合唱コンクールの開催
コンクール部長　原田典枝

未来へ繋がる合唱の祭典、広島県合唱コン
クールは第51回目の大会を以下のように開催い

たします。

8月19日（日・午前10時30分開演）、広島市

安佐南区民文化センター大ホールに於いて各合
唱団の美しい響きをお楽しみ頂く事となりま

す。今年で職場、一般の部は部門としての開催
は最後となりますが、合唱を愛する皆様のご来

場を心よりお待ち申し上げます。
審査員としての）の（敬称略）

雨森文也　合唱指揮者

市村公子　合唱指揮者・愛媛県合唱連盟理事長

折河宏治　声楽家・エi）ザベト音楽大学
専任講師

小嶋素子　ピアニスト・広島音楽高等学校講師

溝入敬三　作曲家・コントラバス奏者

以上5名の皆様をお迎えすることとなりました。

入場料一前売り800円

当日券999円（小学生500円）

お問合せ　コンクール部　原田（082－843－2313）

《広島県合唱連盟　各専門部所属合唱団か
）声楽アンサンブル部 

合唱団ある 

尾道コールあい ��

コール・インウイ ��ｨﾊH�8ｭ｢�

ヴォーカル‘夢‘ 

広島オルフェオン 

コール・ブルーメ ��

）コンクール部 ��

アンダンテ �5(耳ﾏｸ�X6ﾘ�88ｸ8ﾂ�

音の花束 ��

マッティナ一夕 ��

）ハーモニー部 
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国連合唱団広島公演
同実行委　事務局長　谷　信義

国連合唱団が広島に来るとの話が飛込んでき
たのが1月中旬。それから怒涛の4カ月が始

まった。とても県連だけで出来ることではなく

県や市も入れた実行委員会で、と根回しを開始。
実行委のメンバーが決まったのか2月末。3月

8日に第一回実行委を開催。曲目も何も不明と
いう中、チラシ・チケット作りから準備開始。

プログラム原稿がそろったのが2週間前という

タイトな日程。実賃的には県連が中心の為、岩

崎・lii上・河野の事務局女性陣か大車輪の活躍。

何とか準備を終えて彼らを迎えた18日。翌19

日には安田小・公民館での国連学習、歓迎昼食
会、舟入むつみ園慰問等忙しい日程をこなした。
20日資料館等見学の後いよいよ本番。

1300人の聴衆を迎えた演奏会は3時間にも達

したが、帰る客もほとんどなく最後まで進んだ。

感動のフィナーレ。聴衆はスタンティングオ
ベーションで彼らを請えた。合唱団の顔は満足

感で一杯。聴衆の満足感も義媚全11万8千円に

表れた。終演後の交流会で合唱団代表が言った
言葉Wearebrothers，WeareSISterSが耳に残

る。

21日彼らは次の公演地長崎へ向かった。See

youinNY。行こう国連へ、広島の心を持って。

平成24年度の広島県合唱連盟の新任理事および異動理事の紹介をさせて頂きます。

《新任理事〉

《異動理事》

声楽アンサンブル部長

寺沢　希

研修部副部長

檜谷　寺

広島オルフェオン

おかあさんコーラス部

副部長
混声合唱さくら

藤咲　真介

呉地区担当
アンサンフルポケット

森　利子

監事

東広島混声合唱団

岡田　久史

ハーモニー部長

（旧研修部副部長）
尾道女声合唱団まどか
石崎　幸枝

フェスティバル部長

広島市役所合唱団
三浦　孝

フェスティバル副部長

コール・トロイメン

もり　てつや

県東部地区担当
レディスコーラス虹

杉原　加世子

薪 从ﾂ�氏　　名 

理事長 ��谷千桓子 

副理事長 ��増井憲治 

副理事長 ��合唱団ある 福原康弘 

コール・ブルーメ 山野上純子 

諦川司 

事務局長 ��岩崎美保子 

事務局次長 ��フラワーコーラス Iii上充子 

事務局次長 儘ﾉ_�YI+r� 

（広報担当） 剔蜷ﾎ啓造 
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）合唱の祭典「合唱フェスティIVレ2012」
フェスティバル部　三浦　孝

もり　てつや．

来る10月21日（日）ALSOKホール（7月から広

島上野学園ホールに名称変更）にて合唱フェス
ティバルを開催致します。今年も、昨年と同様
に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きます。演

奏が終わったら客席にもどり、それぞれのブ
ロックの演奏を鑑質します。児童・女声・男声・

混声、さまざまな部門からの参加を期待し、合
唱を通じて、より多くの仲間と出会い交流を深
めましょう。

★参加案内、要項及び申込書は8月上旬、郵送
にて各回の代表の方に発送致します。

★申し込み締め切り日は8月27日（月）です。申込

順に希望フロックへ入れさせて戴きます。

ヴォーカルアンサンブルコンテスト開催結果

3月11日（日）に開催された「第6回ヴォーカル

アンサンブルコンテストinひろしま」の結果

を以下の通りお知らせします。（出演順）

★説明会は9月16日（日）13：30－15．30　に行いま

す。（場所未定、参加案内にてこ連絡致します。）
★講評者には、県外より、大志万明子（声楽家）、
伊東恵司（合唱指揮者）、県内より、門野光伸（合
唱指揮者）、ほか2名の先生方をお迎えします。
皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げます。

◆安佐ファミリーコーラス30周年記念コンサー

ト

ト日時　6月9日出13時30分

卜場所．東区民文化センター
ト入場料●無料

卜曲目．岩河三郎作曲「木匠たちの歌」、猪間
道明編曲「TOKYO物語」他

◆合唱団ある第26回定期演奏会

卜日時：6月23日仕〉17時

卜場所●アステールプラザ大ボール

ト入場料：1，000円（中学生以下無料）
ト曲目：プーランク合唱曲集、日本民謡による
タブロー第2集「四つの福島民謡」、寺嶋陸

也の合唱曲、他
◆混声合唱さくら　ファーストコンサート

ト日時i7月15日（日）13時30分

卜場所　はつかいち文化ホール　さくらぴあ大

ホール

ト入場料　無料

卜曲目　マイバラード、さくら、「明治の愛唱

歌集」より、あの素晴らしい愛をもう一度、

真夜中のギター、坂の上の雲より「Stand

Aione」、混声合唱のための組曲「旅」より、

他

◆15周年記念みんなでうたおうやコンサート
パートⅣ

ト日時：7月16日（月・祝）13時30分

卜場所∴ふくやま芸術文化ホール　リーテン
ローズ大ホール

ト入場料：無料（要整理券）
ト出演団体　コア・リーテンローズ、瀬戸ハー
モニークラブ　コール・フロイデ、レディー

スコーラス虹、他

＞事務局広報担当連絡先
〒730－0852　広島市中区猫屋町3－24－1404

大石営造
TEL＆FAX．082－297－1181

E一maii：oIShIk＠mac．com


