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広島県合唱連盟事務局
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第7回ヴォーカルアンサンブルコンテスト開催まもなく
声楽アンサンブル部長
第7回を数えますヴォーカルアンサンブルコ
ンテストinひろしまは3月17日（日）に開催が近

づいて参りました。今回は過去最多の34団体が
エントリーしました。小学生から人生の大ベテ
ラン（笑）まで幅広い多種多様なグループによ
る競演となりそうです。今年はどんな名演が生

寺沢

寿

子先生と折河宏治先生に審査講評をお務め頂き
ます。演奏後すぐそのグ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げてくださるこ
とをお願いいたします。

《開催要領〉

まれるでしょうかつ

今回のコンテストには、審査講評委員として、

日時●3月17日（日）開場9

30

開演10

00

作曲家であり、合唱指揮者の松下耕先生を東京

会場．エリザベト音楽大学セシリアホール

からお迎えします。また、毎回共催して頂いて
いる工i）ザベト音楽大学からは声楽家の林裕美

入場券

前売券800円

当日券1000円

《出演団体（出演順）〉
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「平成25年度春季総会」国際会議場で開催
理事長
広島県合唱連盟では定例の春季総会を4月14
日（日）午後1時30分から広島国際会議場地下2階
の中会議室「コスモスの間」で開催します。総
会は24年度事業報告・決算報告ならびに25年度
事業計画・予算案の審議をいただき、広く会員
のご意見を伺い、県内はもちろん全国、世界の
合唱情報を発信し、広島の合唱界の向上と発展
の基になる貴重な機会です。25年度は6月の第
36回おかあさんコーラス大会を初めて三原市
で、大学・職場・一般部門が統合されて初めて
開催する第52回広島県合唱コンクールは、10月
に福山市で開催する初めての中学・高校部門の
コンクール全国大会を視野に入れて、全国大会
と同じ会場のリーテンロースで開催する等、今
までにない事業の展開を計画しています。

谷千鶴子

また、昨年5月の国連合唱団広島公演の成功
により、県・市を始め、今までご一緒する機会
の無かった各種文化団体の皆さんとの連携も諮
り、合唱人だけでなく、音楽を通じて広島の平
和への思いと祈りを世界に発信できる広島県合
唱連盟を目指します。7月のニューヨーク・ヤ
ングピープルズコーラスの皆さんとの共演を始
め、来年3月には大谷研二先生と広島県合唱連
盟特別合唱団とのニューヨーク公演も視野に入

れて、国際交流事業を計画中です。
今回の総会では、例年には無い特別な企画と
情報か公開されます。各団登録の会員のご出席
はもとより、指揮者の方々も是非ご出席をいた
だきたいと存じます。
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広島県合唱コンクール開催のお知らせの

岩崎美保子

コンクール部長 原田典枝

おかあさんコーラスのための合唱講習会か、
7月20日出・21日佃）の両日、歴史薫るまち山口

平成25年度、第52回広島県合唱コンクールを

県萩市の萩市民館にて開催されます。
講師に全国で活躍中の雨森文也、岸信介、清
水雅彦、辻秀幸、藤井宏樹の各先生方を迎え、
1日目は「コーラス診断、セミナー、コンサー
ト」そして「ザ・パーティー」、2日目は「セ

ミナー、コンサート」とコーラス三昧の二日間。
受講料は二日間通しで5，000円です。特典と
して受講をされる方は合唱団ごとの「コーラス
診断」を無料で受けることができます。「コー

ラス診断」はおかあさん部門の合唱団はもちろ
ん一般部門の女声グループでの参加も大歓迎ii
是非チャレンジしてください。「コーラス診断」

を受ける団体は広島県合唱連盟事務局へもお早
めにご一報ください。

当連盟では「おかあさんカンタート受講ツ
アー」を、さらに「コーラス診断」を受講希望
される方で、団としての参加が難しい方のため

に「広島県合唱連盟合唱団（仮名）」としての
参加も計画中です。「第26回おかあさんカンタ
ートin萩」についての詳細は三月初旬発送予
定のチラシをご覧ください。
英傑を輩出した維新のふるさと歴史散策、温
泉郷、美味しい海の幸を堪能・‥そして輝く
歌声ii

おいでませ山口・萩へiI
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あのYPCが再び広島にやってくる！
理事長 谷千端子
2005年京都で開催された「第7回世界合唱の
祭典京都」の招待合唱団NewYorkYoung
PeopIes Chorus（YPC）が、安佐南区民文化

センターでのサテライトコンサートに出演し、
素晴らしい演奏を披露してくれたのを覚えてい
らっしゃる方も多いと思います。あれ以来、広
島県連は2008年にG8歓迎合唱団、2009年フィ
レンツェ国際音楽祭への参加、グアテマラのコ
ロ・ヒクトリア、エストニアの工レルヘイン両

下記のとおり開催します。開催要項、参加要項
および参加申込書は4月14日（日）開催の広島県合

唱連盟総会にて加盟団体に配布します。
みなさまのご参加を心よりお待ちいたします。
日時：平成25年8月18日（日）
10時30分開演〜16時30分終演予定

会場

ふくやま芸術文化ホールリーテンロース

部門i中学校、高等学校、大学職場一般部門

編成区分．
中学校部門と高等学校部門は、従来と同じ。
大学職場一般部門は、次の4区分に分かれる。
①大学ユース合唱の部．28歳以下、8名以上
②室内合唱の 部 6名以上24名以下
③混声合唱の 部 25名以上
（D同声合唱の 部．25名以上
審査員（敬称略 ・順不同）．
浅井敬重
合唱指揮者
全日本合唱連盟理事長
長谷Iii冴子 合唱指揮者
国際合唱連合副会長
内田陽一郎 声楽家
広島県合唱連盟名誉会長
エリザベト音楽大学名誉教授
岡田陽子
作曲家
エリザベト音楽大学講師
日高好一
声楽家・中国短期大学教授
申込締切 6月14日栓）必着
説明会

7月14日（日）リーテンローズ
15・30−17 00 説明会●大練習室
17・00−17

問合せ先．原田典根

30

大ホール見学

Tei＆Fax．082−843−2313
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りません。今夏中国の上海と香港での合唱祭に
招待されたYPCが8月初旬に東京フィルハー
モニーとの共演が決まり、指揮者F．ニュネス

氏の強い希望で、再び広島での演奏会と交流が
実現します。7月28日（日）エリザベト音楽大学セ
ゾノアホールでのワークショップと演奏会か予
定されています。詳細については、次号のアカ
ペラで詳しくお知らせしますが 県連加盟団体

合唱団の公演開催、2010年には中国、台湾、フ

には4月の総会で交流計画もご案内します。ご

ランスのこともたちを迎えて「2010こともコー
ラスフェスティバルinひろしま」を開催する
と同日引こ、フィンランドのサンナ・ヴァルヴァ

期待くださいi

ンヌ先生の講習会、フランスi）ヨン少年合唱団
の公演を開催し、その後もカメラ一夕・コペン
ハーゲン、スタンフォード室内合唱団、そして

昨年の国連合唱団広島公演と多くの国際交流事
業を推進してきました。
その度に広島でのIL）温まる歓迎と交流に、も
う一度広島を訪れたいという合唱団も少なくあ

子羊蝶や言で
−ヲ一〇 − − −

トコンサートでのYPC
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合唱講習会終る〜池辺氏「広島での講習会は、僕も大いに楽しかったです。」
研修部
今年度の合唱講習会は2月2日広島、3日呉
で行われ、満足度十分満たされた講座となった。
講師の池辺晋一郎先生には、2日間で10時間と
いう超ハードなメニューをこなしていただいた

ことになる。「音楽の泉」だけでなく「古今東
西の博識の泉」が池辺氏の体の中からこんこん
と湧き出てくるそんな感じの講座であった。
シャレ，ダシャレ、ギャグ等々笑いの絶えない

亀井晴美

は7分で終わる予定たったのに1時間も超過し
てしまいました。」と最後まで笑いの中で音の
味わいをお話し下さいました。2日目のコーラ
スクリニックでも「シカナイ作曲家」と笑いを
誘っていただき、詩の持つエネルギーを音符に
した時の表現法を明確に導いてもらいました。
身体にストンと入っていくのを感じる中身の濃
い時間であったこと、改めて良い時間でした。

（時には笑いに時間差もある）話は常に音の根
源・音楽の真髄にふれるものであった。
合唱講習会（広島．女声合唱220人、呉．混声
合唱100人）、指導者講習会34人、コーラスクリ
ニック3団体80人、聴講者60人、延べ参加者
490人となる。

近年、合唱講習会開催を広く呼びかける努力
を続けている。合唱連盟加盟団体は勿論、教育
機関と手を携え、未来の合唱人を育てる立場の
音楽の先生達とも音楽を共有したいと協議を重
ね参加を呼びかけた。ほんのわずかだが講習会
参加申込書に音楽の先生の名前を見つけると嬉
しい。そしてもっと増えて欲しいと願う。

以下は今年度お二人の参加者に感想を書いて
いただいた。講習会の雰囲気が少しでも皆さん
に伝わることを願って。
i X
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指導者講習会・（呉）合唱講習会に参加して
三原第一中学校

小川大輔

昨年末、職場の机の上に合唱講習会のお知ら
せが配られていました。普段授業で合唱してい
るけれど、本当に合唱の醍醐味を伝えられてい
るだろうか、と思っていた所だったので、すが
りつくようにな思いで申込みをしました。そし

ﾂ

て当日。指導者講習会では池辺先生の普段は聞
くことのできないお話に心踊りました。調性の

面白さや音楽の仕組み、作曲者の意図、音楽の

詠＼十度 ∴∴∴ 綿毋

YT｢

指導者講習会・クリニックに参加して
指揮者 三待美早穂
「僕は鉄ちゃん（鉄道マニア）なんですよi」
と全国の路面電車を制覇された話から譜面を書
く手を休めた時、手に取るのは時刻表（ちなみ
に毎月買い替えられるとのこと）。池辺先生の
指導者講座「音は生き物一心と意志とエネル
ギー」はたくさんの笑いの中で行われました。
未来予想図の鉄道を書いたりダイヤグラムを作
成したりとどんな話に展開されていくのか、ど
こまでも引き込まれていく中に「音」の話か散

小話、それらすべてか大変面白く、これは生徒
に還元できると思いながら聞いていました。ま
た翌日の混声合唱の講習は作曲者自身による指
導で、曲への強い思いか伝わってきて、改めて
合唱のたのしさを感じることができました。今
回学んだことを生かして、微力ながら合唱の素
晴らしさが伝わっていくように目の前の生徒に
伝えていきたいと思います。
痛

ﾘｮ

醗 ∴ ∴∴∴

厭
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■

りばめられていました。あっという間に即興の
曲が出来上がったり教科書の曲が見るみるうち
にIi〉ひかれる形に姿を変えていったり、「今日

ﾒ
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おかあさんコーラス部長

◆広島合唱団春をよぶコンサート
卜場所

3月16日出17時

原市芸術文化センターポポロで開催します。多
くの合唱団の参加をお待ちしています。
大会までの予定
3月15日（金 参加申込書発送
4月20日佳〉 参加申込み締切り
5月8日（籾 出場団体打ち合わせ会
講評・選考委員 （順不同敬称略）
多田羅追夫 声楽家・東京璽術大学数授
樋口 久子 合唱指揮者
佐賀県合唱連盟理事長
井野口慧子 詩人

999円

卜曲目 ロシアの歌、愛唱歌、つぶてソング、今を生きる、ゲス
ト（国鉄広島ナンパース）演奏
◆安田学園安田女子高等学校音楽部スプリングコンサート
ト日時

3月23日出14時

卜場所 安田リヨウ記念講堂
卜入場料 無料
卜曲目 女声合唱曲集「その人がうたうとき」（松下耕）他
卜賛助出演 安田女子中学校合唱部
◆コール・ビビッドVlVidNova第2回ビビッドコンサート
ト日時 3月29日（剣18時30分

卜場所 西区民文化センター

ト入場科：無料

川目宗教曲、合唱劇「モチモチの木」、ヒビバ☆アラカル毒
◆盤平和演奏会

卜出演

等

海外の演奏家、広島ジュニアコーラス、フェミニンコ一

ル広島、広島ジュニアオーケストラ他
卜日時

卜場所

缶

辞

4月1日（水18時30分

新宅

雄和

ピアニスト

山下

敬子

声楽家・広島文化学園大学教授

広島文教女子大学教授
問合せ先．山野上純子

豊

アステールプラザ中ホール

ト入場料

山野上純子

おかあさんコーラス大会を来る6月23日（日）三

広島市西区民文化センターホール

ト入場料

2013年3月7ii（木）

「第36回全日本おかあさんコーラス
中国支部広島大会」開催のご案内

勧告制服
ト日時

号

TEL・FAX．082−823−7274

携帯：09tH140−3569E・maiilyama［0＠urban［eJP

紅茶薫蒸詐専詐諦詐繋華や諦埼埼菊諦瞭呼菊春素

3．000円（当日3，500円）学生2，000円

卜曲目「信じる」、「ほらね」「Aveverumcorpus」他

◆第18回ひらのファミリーコーラスコンサート

◆広島オルフェオン第28回定期演奏会

ト日時

卜日時

4月7日I日）13時45分

4月29日（日航〉14時

卜場所 南区民文化センターホール
ト入場料 無料

卜場所 西区民文化センターホール

卜出演大竹女声合唱団、コール・マイン黒瀬 コ一口・ナトウラー
レ、女声合唱団いろは、コ一口・テ・ヒラソル、他
◆東広島女声ViaLactea15周年記念コンサート

ト曲目 九州地方の民謡より、男声合唱組曲「柳河風俗詩」、ポッ

ト日時

◆広島同志社混声合唱団第5回定期演奏会

ト入場料 800円（全席自由）
プスアラカルト他

卜賛助出演 崇徳高等学校グリークラフ

4月20日出14時

卜場所 東広島市民文化センターアサレアホール
ト入場料 無料

卜日時

5月12日旧）14時30分

卜場所

日本キリスト教団広島流Iii教会礼拝堂

卜曲目 高田三郎作曲「水のいのろ」、大田桜子作曲「母の手」

卜入場料 無料
卜曲目 ハイドン「ミサ曲第5番」変ロ長調、混声合唱組曲「心

他
卜賛助出演

ラ・クラベリーナ

◆竹原中央公民館竹原コーラス
ト日時

の四季」、JSバッハ《フーガ〉ニ短調他

そよ風

30周年記念コンサート

◆廿日市市制徳行25周年記念第7回廿日市市合唱票
卜日時

4月21日（日）14時

卜場所 竹原市民館ホール
ト入場料 無料
卜曲目 女声合唱組曲「花と海のバラード」より、ゲスト演奏（本
郷オカリナ同好会

風の音∴

男声コーラス「CooIMen

S

Cail」）他

卜場所

5月25日出11時30分

はつかいち文化ホール（さくらぴあ大ポール）

ト入場料
ト日時

5月26日旧）14時

ト場所

◆創立25周年コールiフルーメ第8回演奏会

ト入場料

卜日時

卜曲目

4月27日出13時30分

卜場所 広島県民文化センターホール
ト入場料

900円

曲目 委嘱曲 蒔田尚美作曲「きみの笑顔により添って」、女声
合唱とピアノのための組曲「ある真夜中に」他
◆東広島児童合唱団第32回定期演奏会
卜日時

4月28日旧ノ14時

卜場所

広島大学サタケメモリアルホール

ト入場料 800円
卜曲目 私たちの愛唱曲から、ミュージカル「うらしま太郎の鬼
たいじ」
卜日時

4月28日（日）14時

卜場所 広島市南区民文化センターホール
ト入場料 無料

アステールプラザ大ホール
900円

安野光雅作詩

森ミドリ作曲「大志の歌」〜一乗の校歌

票−より、他
◆合唱団ある第27回定期演奏会
卜日時 6月8日出18時30分
卜場所 アステールプラザ大ホール

ト入場料1，000円（中学生以下入場無料）
ト曲目 混声合唱組曲「いまぼくに」、混声合唱とピアノのため
の「DyingProIeCt」、混声合唱とピアノのための「近代日本名

歌抄」他

◆コール・マイン黒瀬創立30周年演奏会
卜日時

◆比治山女子中学・高等学校合唱部第19回定期演奏会

無料

◆第52回広島合唱同婿会定期演奏会

6月9日（日）14時

卜場所 黒瀬生涯学習センター・せせらぎホール
ト入場料 無料
卜曲目 女声合唱とピアノのための組曲「みやこわすれ」、女声

合唱組曲「未来への決意」他

卜曲目「ふるさとの四季」、「ペルーのウィリアシシーコス」他

◆籍2回あじさい色のコンサート
ト出演 混声合唱団「銀の鈴」、広島ジュニアコーラス、フェミ
ニンコール広島
卜日時

4月29日（月祝）14時

卜場所 広島市安佐南区民文化センターホール
ト入場料 無料
卜曲目 唱歌メドレー、五つの児童合唱曲集「宇宙のぱくたち」、
女声合唱のための「あなたへのうた」他
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