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万十万㌦ぺ言募

全日本合唱遠望中国支部創立50周年

昭和37年（1962年）に発足した全日本合唱連

盟中国支部か創立50周年を迎えました。これを

記念して、この程中国合唱コンクールの初日に

記念式典や祝賀会か盛大に開催されます。
広島県合唱連盟も中国支部の設立と共に発足

し、昨年11月、一足早く創立50周年の記念演奏

会、式典、祝賀会、フェスティバル2011を広島

国際会議場フェニックスホールに於いて盛大に

開催しました。成功裏に終えた感動は今も記憶
に新しいところです。

中国支部設立と共に誕生した広島県合唱連盟
は、全日本合唱連盟加盟により、戦後の復興や

高度成長期と共に合唱の輪か広がり、現在では
114団体3065人の世代を超えた大所帯となりま

した。

中国支部が創立50周年を迎えることかできた

のも、合唱活動に対する熱い思いで中国支部の

設立と発展に尽力された中国5県の先生方のご
功績で、広島県では太田司郎初代支部長、升田
徳一副支部長、水嶋良雄支部長、山本定男支部
長、塩出典二事務局長があげられます。また、

歴代の理事長・副理事長も中国支部の発展に大
きく寄与されました。

中国地区での全日本合唱コンクール、全日本
おかあさんコーラス全国大会、ワークショップ、

おかあさんカンタートの開催、そして県連の事

業の成功は合唱活動の向上、県連の運営力の向

上を促し、人と人との絆を強め大きな力となり

ました。

戦後の廃墟の中、合唱活動が生きていく大き
な力となったように、災害や争いの絶えない今

日、合唱活動の役割を再認識し、未来に向かっ
て前進したいものです。

来る9月22日仕）、中国合唱コンクール第1日

目大会終了後、同会場シンフォニア岩国に於い
て記念式典、会場を移し祝賀会が開かれます。

式典では元役員6名に感謝状か、維持会員（20
年以上）、全日本合唱コンクール各県大会出場
（30回以上）、全日本おかあさんコーラス中国

支部各県大会出場（30回以上）に表彰状が贈ら
れます。広島県関係は次の通りです。

また、中国支部50年誌が完成し、事務局に届

いています。合唱連盟加盟団体には一冊ずつ贈

呈いたします。個人的に購入ご希望の方は事務

広島県合唱連盟
〒73上0136

広高市安佐南区長束四
十13－19谷千鶴子方

Tel＆Fax O82－230－6065

事務局長　岩崎　美保子

局まで御連絡ください。

《広島県関係表彰者》
◆感謝状

水嶋良雄氏

山本定男氏
塩田英二氏

前原留美子氏

合唱団ある
広島中央合唱団

◆表彰状
崇徳高等学校グリークラブ
安田学園安田女子高等学校音楽部
広島中央合唱団
フェミニンコール広島

コ－ロ・／ヾルレ

コーラスりんどう

大竹女声合唱団

東城コールエコー

第51回中国合唱コンクールのお知らせ

日時．平成24年9月22日出10時開演

高等学校・大学・職場部門
平成24年9月23日〈日）10時開演

中学校・一般部門
会場：シンフォニア岩国

入場料．1，500円

入場券が必要な方は事務局までご連絡ください。

（082－843－0549・080－1913－5943岩崎）
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「合唱フェスティバル2012」史上最高51団体集まる！！
フェスティバル部　三浦孝　もりてつや

）合唱の祭典「広島県合唱フェスティバル　　♪講評者（50音順・敬称略）

2012」を10月21日（日）上野学園ホール（広島県立　　　伊東恵司　（合唱指揮者・作詞家）

文化芸術ホール）にて開催します。今回は昨年　　　大志万明子（声楽家）
を上回る51団体か出場し、日頃の練習の成果を

発表します。演奏順は昨年同様、各ブロック開
始前、ステージ上での抽選で決定します。多く
の仲間と出会い交流を深め、美しいハーモニー

をホールいっぱいに拡げましょうi！

門野光伸　（合唱指揮者・広島県合唱連盟顧問）

大上義輝　（合唱指揮者・広島県合唱連盟顧問）

福原之織　（オルガン奏者・エリザベト音楽

大学教授）

広島県合唱フェスティバル2012　フロック別　田演団体

コーラス丘の上 �� ��
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）第51回広島県合唱コンクール開催の

「未来へつながる合唱の響き」
コンクール部長　原田典枝

8月19日（日）広島市安佐南区民文化センター

ホールにおいて、第51回広島県合唱コンクール

が多数のご来場の皆さまに支えられ、中学校、

高等学校、大学、職場、一般の16団体の参加を

得て開催されました。当日は朝から夏の暑さに

うだるような1日でしたか、会場内は美しい合

唱の響きで満たされ世代をこえて楽しめるひと

時となりました。審査結果は次の通りです。来
る9月22・23日岩国市のシンフォニア岩国で行

われる中国合唱コンクールには13団体か推薦さ

れ、広島県代表として全国大会を目指します。

皆様のさらなる応援で未来へつながる合唱の響
きもきっと大きく豊かに届く事と思います。

来年は部門の編成も大きく変わり新しい合唱
コンクールとして8月18日（日）ふくやま芸術文化

ホール・リーテンローズにて第52回広島県合唱

コンクールを開催の予定です。
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第51回広島県合唱コンクール結果
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第35回全日本おかあさんコーラス中国支部広島大会開催
おかあさんコーラス部長　山野上純子

6月24日（日）フェニックスホールにおいて33団

体（出演者860名）の参加で開催された。竹屋
公民館コーラス「つばさ」は初出場。音の花束
には5年連続出場あさがお賞。コ一口・デ・ヒ

ラソルには10年連続しらゆり賞。コール・イン

ウィには15年連続はまなす賞。尾道コールあい、
プティフルール・アンサンフルには20年連続カ

トレア賞。尾道女声合唱団まどかには25年連続
カサフランカ賞。大竹女声合唱団には30年連続

ガーネット賞がそれぞれ贈られた。今年は35回

記念大会ということで広島県からは4団体が推
薦され、8月24日から26日まで東京文京シビッ
クホールで開催された「第35回全日本おかあさ
んコーラス全国大会」に出場された。フラウエ
ンコール布野、女声コーラスポコアポコ、広島

女声合唱団はおかあさんコーラス賞。コール・
フルーメはひまわり賞を受賞された。

コ一口・ベルレ ��

尾道コールあい ��

アンダンテ �� ��

ヴォーカル“夢． ��

コール・インウイ ��音の花束 ��

コール・フルーメ �� ��

子ともピース音楽祭を終えて
実行委員会副委員長合唱担当　谷千輯子

「ピースアーチヒロシマ」の一環として8月

25日仕）子ともピース音楽祭の合唱部門か開催さ
れた。県文化芸術課の担当者と協議を重ね、小
学生による合同演奏、中高生による合同演奏、
全員での大合唱をする事、客演指揮に作曲家の
松下耕先生をお迎えし、3つの合同演奏の指揮
をお願いする事などを決め、参加合唱団の募集
を始めた。松下先生から合同曲か決まったのか
5月7日、参加合唱団か決定したのは、6月初

旬。小学校3団体、少年少女合唱連盟3団体、
NHK広島児童合唱団2団体、県連加盟の3団

体の計11団体か出揃った。それから楽譜の手配、
書取音源の作成と多忙な日々が続いた。

8月6日に松下先生をお迎えし、セシリア
ホールで行った合同練習は、小学生の合同曲で
暗礁に乗り上げた。あまり交流の無い合唱団の
温度差がもろに出てしまったのだ。さすがに長

年、合唱を続けてきた中高生は、何とか音楽づ
くりをすることが出来たのだが。地元指導者の
誰もか危機感を募らせた。
前日の24日に地元3人の指導者による合同練

習で　楽譜にかじりついている子どもにも暗譜
で練習する事を要求し、子ともたちはそれに応
えた。そして迎えた8月25日、松下先生をお迎
えして、子とも達の大好きな「僕のドラゴン」
の練習が始まった。全員が暗譜で、目をキラキ
ラさせて歌っている。これなら本番は大丈夫i

一事i盗難・ 
iii親報離／　　講談騒′綴喜　－ 
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告謹告菓臆臆喜劇 
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広島インターナショナルスクールの徳永先生
のコメントか全ての合唱団指導者の想いを語っ

ている。

今日、子とも達がステージで見せてくれた表
情は一生忘れません。200人の合同合唱の力強
さ、美しさには生徒達がいちばん心動かされ、

ぐんと成長のきっかけを掴んでくれたように感
じています。保護者からも素晴らしいコンサー
トに参加できた、とてもよい機会だったと、絶

賛の声でした。「広島には歌がある～」との閉
会のご挨拶をきいて、それは、これからの子と
もたちへのかけがえのない平和づくり教育だと

思いました。亡くなった過去の子とも達にも歌

声は届いただろうか、そしてどれだけの未来の
子とも達の胸に「歌が好き！みんなと歌うの
が好きi」という平和の種か届けられ続けてゆ

くのだろうかと想像させられた、今日のコン
サートでした。



（4）　　　　　　　　　ア　カ　／ヾ　ラ124　号　　　　　2012年9月1佃（金）

初めての全国大会
女性コーラスポコアポコ　瀬山洋子

出場か決まって戸惑いの中、三次市主催の壮
行会に出席し、後日、同じ三次市から参加する
フラウエンコール布野と共に、市長を表敬訪問
させていただきました。二団体揃って出場でき
ること、初出場の私たちにとっては本当に心強
くうれしいことでした。そこで、私たちの日頃
の活動や思いをお伝えできたこと、これも全国
大会出場があってのことでした。

いろんな事前手続きにも緊張し、予定のコン
サートも終え、やっと本格的な練習か始まりま
した。講評いただいたことを一つ一つ積み重ね
ながら、アカペラの難しさの中に感じる響きの
心地良さも少しづつわかってきて、いよいよ東
京へ出発しました。1日目出演のフラウエン
コール布野の演奏を応援しなから聴きました。
この素敵なホールでの演奏に感動しなから、さ
あ次は私たちの番、熱い気持ちを持っていざ出
陣。初出場でその上プログラム1番、心配なこ
とばかりでしたが、スタッフの方々の親切な対
応に助けていただきながら、何もかも忘れて演
奏に集中することができました。本当に感謝の
気持ちで一杯です。パーティでは、団の赤いT
シャツを着ていたせいか、いろんな方に声をか
けていただき、地元の合唱団の暖かいもてなし
に楽しい時間を過ごすとこができました。東京

音頭も踊りました。審査の結果はおかあさん
コーラス賞でしたが、無謀な全曲アカペラにも
かかわらず、岸先生からは「アカペラ良かった
よ。これからもアカペラ歌っていくといいよ。」
と声をかけていただき、全国のレベルの高さを
感じつつ、自分たちの求めているものは間違い
ないんだと勇気づけられました。
今回の出場は、ゆっくりした歩みの私たちを

粘り強く指導して下さった先生と、仲間の気持
ち・声を寄り添わせながら歌い続けてきたみん

葦◆D。br。g。SZ，sN、ghtinHiROSHIMA

尋　卜日時10月13日仕）18時

豊∴ト場所　安芸区民文化センター　ホール
葦　卜入場料　当日2，000円　前売1，500円

告　卜曲目“PianO Sol0Performance病by S

葦　Dobrogosz、“Zakur〇・・合唱　YouthChoirProJeCt

膳濃紫寮
豊　卜入場料　無料

豊　卜曲目　混声四部合唱ディズニー名曲集より、混声合
豊　唱サウンドオブ・ミュージックより他

豊　◆男声合唱団コール・フロイデ第12回定期演奏会

艦馨霊宗教鵬
「Regina PaciS」より、男声合唱による日本抒情

陸詣讐晒。2回定期演奏会
菩　卜日時11月11日（日〉14時

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

菅　卜曲目「梁塵秘抄」より、なつかしの曲、児童合唱、

艦葦三
苦　を　他

事　◆女声合唱団クール・シャンテ創立25周年記念演奏会

鷲詔3聖霊票差‡三謹議聖霊藍‾整，藍裏帝∴ト場所　はつかいち文化ホールさくらぴあ　大ホール

纏寧
母　卜曲目　ロシア聖歌、ロシア民謡、「心の四季」抜粋、
雷　　オペラ合唱曲他、団員・指導者の独唱、カンツオー

告駕大詳器詣諾詳期演奏会

津劃輩義軍置∵∴T糾ト曲目　信長責宮作曲「カーボーイポップ」、松下耕
作曲「南へ」、モーツアルト作曲「戴冠ミサ」他

歌っていこうと思っています。

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

大石啓造
TEL＆FAX O82－297－1181

E一maii：oiShIk＠mac．com


