
20131i6月12！1時〉　　　　　ア　カ　／ヾ　ラ127・タ　　　　　　　　　　日）

県連だより　公卿　醸ホ‾ムヘ‾ン時／／WWWme醐nelp′時

下ブ∴1第，／へ○　毒

広島県合唱連盟軍務局
〒7、39－17，う2

広高i直女性iヒ五言存合同

8－9－11品時天保」　画

「第36回全日本おかあさんコーラス中国支部広島大会」三原市ポポロで開催

毎年この日を目指して練習に励んできた成果

を、ステージ一杯に繰り広げます。今年は36の

合唱団か出場し華やかな楽しい大会になること

と思います。こ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こ案内いたし

ます。

日　時：2013年6月23日（日〉10．00開演

会　場：三原市芸術文化ホール　ポポロ

（三原市宮浦2丁目1－1）

入場料：前売券800円　　当日券1，000円

おかあさんコーラス部長　山野上純子

講評委員

多田羅道夫　声楽家・東京塞術大学教授
樋口久子　　合唱指導者・佐賀県合唱連盟理

事長
井野口慧子　詩人
新宅雅和　　ピアニスト・広島文教女子大学

教授
山下敬子　　声楽家・広島文化学園大学教授

今年から、昨年全国大会出場団体か特別賞を
受貸し、出演順NolからN0．4で演奏いたします。
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平成25年度春季総会報告
4月14日広島国際会議場コスモスの問で県連

春季総会か開催された。加盟団体113のうち出

席69、委任状提出33により連盟規約に則り総会

成立、所定の議題に沿って谷理事長より議事進
行かなされた。増井副理事長の平成24年度事業

報告に続き、事務局の収支決算報告後、岡田幹
事から会計監査報告かなされ、決算は拍手を
もって承認された。続いて福原副理事長より平

成25年度事業計画案、全日本・中国支部関係事
業計画の説明、谷理事長より、日米文化交流事
業として、ニューヨークヤングピープルズコー

ラス広島公演が行われること、県連で合唱団員

を募集し国連コンサートを行う予定であること

を説明、続いて事務局より収支予算案の説明を
し、特に質疑はなく、拍手をもって承認された。

その他、谷理事長より子ともピース音楽祭、お
かあさんコーラスカンタートin萩「コーラス

公開レッスン」参加についての説明、各専門部
より事業への参加・協力のお願い、全国コンクー

事務局長　岩崎美保子

ル担当輔Ili理事より大会成功に向けての協力を

よぴかけた。最後に連盟加盟質の見直しについ

ての説明、次回1月の臨時総会での審議を提案

し、総会は閉会した。総会終了後、同会場にて

参加者66名による懇親会が開催され、合唱団員

相互の親睦を図った。

【お知らせ】総会後の加盟団体を紹介します。
※広島市立舟入高等学校音楽部

※広島県立福山誠之館高等学校音楽部
※零
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日米文化交流プロジェクトin広島実行委員会発足
実行委員会副委員長　谷　千端子

昨年5月の国連合唱団広島公演の大成功を受

けて、初の原爆被災都市「広島」と911のテロ

により大きな悲しみと板書を受けた「ニュー

ヨーク」との問で、市民による文化交流を通じ

て、相互理解を深め、世界平和と未来への希望

を構築しようという思いか熟し、3月19日に日

米文化交流プロジェクトin広島実行委員会か

発足しました。

平成25年7月から平成27年8月迄の間に

①iヤングピープルスコーラス（YPC）広島公演

②国連とニューヨーク市内の2か所での

Peace＆HopeChoirOfHIrOShImaの公演

③被爆70周年国連合唱団の広島公演

という3つの事業を企画推進していきます。

この実行委員会は、実行委員長・原田康夫（広

島大学名誉教授・同窓会長）副委員長・山本一

陸（広島市文化協会会長・広島日米協会会長）
川野祐二（エリザベト音楽大学学長）と谷千鶴

子（広島県合唱連盟理事長）か務め、他の実行

委員としては、広島県・広島市・㈱広島市未来

都市創造財団・広島国際ソロプチミスト・広島
ユネスコ協会・（公財）ヒロシマ平和創造基金・

広島通訳カイト協会・㈱ステージユニオン・ブ

レーンは礼から各セクションの代表者か入ってい

ます。また、事務局は元広島県合唱連盟理事長

で現顧問の山本定男氏か就任し、谷信義県連事

務局次長、竹本輝男前理事か補佐されます。実

行委員会とは別に企画運営委員会か組織され、

実際に各事業の運営に当たる事になっています
か、広島県連からは増井副理事長、岩崎事務局

長、亀井研修部長か企画運営委員を務めます。

当面は、7月のYPC広島公演ですか、歓迎

交流会、ワークショップ開催（県連加盟の児童・

中学・高校部門の団体から参加者を募り、当日

午前中にワークショップをして2曲を練習し、

コンサートのフィナーレに合同演奏をします）

も同時に準備いたします。

YoungPeopie’sChorusofNewYorkCity

広島公演

日　時●平成25年7月28日（日〉　午後2時開演

会　場．エリザベト音楽大学ホール

主　催　広島県合唱連盟　エリザベト音楽大学

日米文化交流プロジェクトin広島

YPC日本公演2013招鴨委員会

後　援・アメリカ大使館　全日本合唱連盟　他

演奏曲予定曲
レクイエム・ヒロシマ（佐相河内宇）

A列車で行こう　イマジン

ウエストサイドストーリーからメドレー

黒人霊歌　　アメリカ民謡

花は咲く　故郷（嵐）夏の思い出

希望（秋吉敏子）手紙（アンシ工ラアキ）

入場券：前売一般　2，000円

高校生以下1，000円

当日券　　2，500円

6月1日よりエディオン本店・ヤマハ広島店

のプレイガイドで販売しますか、県連加盟団体

には、別途、ご案内のうえ、合唱団でまとめて

申し込み頂けるようご案内します。

国連での演奏会は、国連と日本政府主催の演

奏会となりそうです。5月19日の全日本合唱連

盟総会後に、Peace＆HopeChoIrOfHirOShima

（平和と希望の合唱団広島）の客演指揮者・大

谷研二先生とお会いして、レパートリーの相談

をした上で、5月20日～25日まで私と谷次長、

ブレーン（掬の村上明希さんかニューヨークを訪

問して、YPCの役員、国連関係者の方々、ニュー

ヨーク商工会議所、日本人会、在ニューヨーク

米日協会、ニューヨーク総領事館他の方々とお

会いして、今年度の2つの事業計画の詳細を詰

めると同時に、松井広島市長の親書をフルーム

バークニューヨーク市長にお届けして参りま

す。

8月31日出Peace＆HopeChoirOfHirOShima

の発会式を目指して、団員募集についても、県

連理事会、日米文化交流プロジェクト実行委員

会で審議を重ね、6月中には募集を開始したい

と思います。「国際平和文化都市広島」の合唱

連盟にしか出来ない、意義深いこの2つの事業

を皆さんとご一緒に成功させましょうiI
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第52回広島県合唱コンクールの開催
コンクール部長　原田共棲

未来へ繋がる合唱の崇典、広島県合唱コン
クールは皆様の熱いご支援のもと第52回目の大

会を以下のとおり開催いたします。

8月18日（日・午前10時30分開演予定）ふく

やま芸術文化ホール・リーテンロースに於いて

各合唱団の美しい響きをお楽しみ頂く事となり

ます。合唱を愛する皆様のこ来場を心よりお待

ち申し上げます。

審査員としての♪）（敬称略）
浅井敬重　合唱指揮者・全日本合唱連盟理事長
長谷川冴子　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

以上5名の皆様をお迎えすることとなりました。

入場料‘前売り800円・当日券1．000円

（小学生500円当日券のみ）
お問合せ‘コンクール部　原田（090－6840－0231）

の合唱の祭典「合唱フェスティバル2013」

フェスティlVレ部　三浦　孝

もり　てつや．

今年の合唱フェスティバルは、10月26日及び

27日の両日に開催される第66回全日本合唱コン

クール全国大会中学校・高等学校部門のため、
例年の予定を変更し、平成25年11月10日（日）に行

います。場所は昨年と同じ広島上野学園ホール

（広島県立文化芸術ホール）です。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

選する方法で行います。児童・中学高校・大学・
職場一般そしておかあさんとさまざまな部門か

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7月下旬、郵送
にて各回の代表の方に発送致します。申込順
に希望フロックへ入れさせて戴きます。

★説明会は9月下旬に行います。（参加案内に
てご連絡致します。）

★講評者には、県外より、しゆうさえこ（声楽

家・作曲家・合唱指揮者）、勝部俊行（合唱
指揮者・島根県合唱連盟副理事長）、県内より、
遠藤秋実（吹奏楽連盟理事長）、福政歩（ピ
アニスト）、松本憲治（作曲家）の5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。

子どもピースコンサート開催のご案内
実行委員会副委員長　谷　千鎮子

昨年に続き、広島から世界へ平和のメッセー
ジを発信し、平和貢献活動を支援していくため、

音楽を通じた世界規模の平和コンサートか開催
されます。今年も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4日（日〉客演指揮者に松尾葉子さんをお迎え

し、児童合唱と高校のオーケストラ2団体かそ

れぞれの単独演奏と、合唱の合同演奏、オーケ
ストラの合同演奏、フィナーレにはヘンデルの

メサイアから「ハレルヤコーラス」とモーツア

ルトの「アヴェ　ヴェルム　コルブス」が合唱

とオーケストラの合同で演奏されます。

日　　時　午後2時開演　1時30分開場

会　　場　上野学園ホール（旧ALSOKホール）

客演指揮　松尾　葉子（指揮者）
入場券　一般削．000　高校生以下￥500

広島県合唱連盟　平成25年度合専門部所属合唱団紹介

合唱団ある 

コール・インウィ ��

；研修部 

ヴォーカル“夢’ 

広島オルフェオン 

プティフル二ルアンサンブル ��

アンダンテ ��

音の花束 �5(�ﾈ8ﾘ�X7�8ｸ8ﾂ�

広島合唱団 

新たに協力いただける合唱団は事務局へFAX

またはメールでご連絡下さい。
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第7回ヴォーカルアンサンブル
コンテスト開催結果

声楽アンサンブル部長　寺沢　希

去る3月17日（日）、第7回アンサンブルコンテ

ストが、エリザベト音楽大学セシリアホールに

おいて開催されました。今回は過去最大の34団

体か出場し、4名から16名、小学生から大人ま

での幅広いグループによる熱演が繰り広げられ
ました。そのレベルの高さ、多様さは審査員泣

かせだったようです。

アンコンも7回を数え、ようやく広島の地に

定漬してきました。出場団体の増加、多様化等
を受け、より一層の充実のために様々な新機軸

を打ち出していきたいと考えております。多く

の皆様のご参加、ご来場を心待ちにしておりま

す。次回は3月16日旧）開催を予定しております。

今回のコンテストの結果は以下の通りです。

◆広島メンネルコール第43回定期演奏会
卜日時‘6月30日伯）13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

卜曲目．広島県民謡、男声合唱とピアノのため
の「花に寄せて」、ビートルス、スピリチュ

アル、ハーバーショップから、他

◆広島市役所合唱団第22回定期演奏会

卜日時．7月7日（日）14時

卜場所．安佐南区民文化センター

ト入場料　800円

卜曲目：男声合唱組曲「中原中也の詩から」、

男声合唱のためのヒットメドレーCOLORS、

他

卜賛助出演．ひろしま少年少女合唱団、卒園生
グループ　キルシ工ン

◆第48回広島中央合唱団定期演奏会

卜日時：9月8日（日〉14時30分

卜場所：安芸区民文化センター

ト入場料．2，000円　学生1．000円　高校生以下

無料

卜曲目：SteveDobrogosz作曲、委嘱作品

StabatMater（ピアノ　SteveDobrogosz）、

SHA－LA、SoWorm、Oid FashionedWorld

◆第40回呉混声合唱団定期演奏会

卜日時　9月8日旧）13時30分

卜場所●呉市文化ホール

ト入場料．無料
卜曲目‘記念委嘱曲（全曲初演）合唱組曲「ま

はろば」、『呉混メモリース」－これまでの演

奏会のプログラムから－他

◆広島女声合唱団第38回定期演奏会

卜日時　9月29日（日）14時

卜場所●安芸区民文化センターホール

ト入場料　900円

卜曲目：女声合唱曲集「六つの子守歌」、Bob
ChIIcott作曲「NidarosJazzMass」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－maiI：oishik＠mac．com


