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「合唱フェスティバル2013」出場団体決まる　フェスティl…都三浦孝もりてつや．

♪合唱の祭典「広島県合唱フェスティバル
2013」を平成25年11月10日（日）に上野学園ホール

（広島県立文化芸術ホール）にて開催します。
今回はAフロック10団体、Bブロック12団体、

Cブロック12団体、Dブロック10団体、計44団

体が出場し、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。

なお、今回は遠く台湾から高雄新光合唱団が
ゲスト出演される予定となっています。皆様お

誘い合わせの上、是非ご来場ください。多くの

仲間と出会い交流を深め、美しいハーモニーを

ホールいっぱいに拭けましょうIl

小諸評者（50吉原・敬称略）
遠藤秋実（吹奏楽連盟理事長）
勝部俊行（合唱指揮者・島根県合唱連盟理事長）
しゅうさえこ（声楽家、作詩・作曲家、合唱指揮者）

福政歩　（ピアニスト）

松本憲治（作曲家）
広島県合唱フェスティバル2013　フロック別　出演団体
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第66回全日本合唱コンクール全国大会　中学校・高等学校部門開催

来る10月26日・27日ふくやま芸術文化ホール

リーテンローズにて第66回全日本合唱コンクー
ル中学校・高等学校部門を開催いたします。同

会場で開催した第52回広島県合唱コンクールも

無事終了し、福山を中心とした東部地区の実行
委員の皆様には大健闘していただきました。全
国大会開催まで2カ月足らず、県大会での課題
の克服と大規模な大会の成功に向け、合唱連盟

総力で取り組んでおります。
ふくやま芸術文化ホールリーテンロースの全

面的なバックアップ、広島県・福山市各機関の

御協力をいただき開催される福山での今回の全

国大会です。県大会・支部大会（中国支部大会
9月15・16日島根県民会館にて開催）を勝ち抜

いて出場される中学校、高等学校の出場団体の

皆さんにはリーテンロース満席の会場で素晴ら

しい演奏をしていただきたいと願っています。

皆様方の御来場を心よりお待ち申し上げます。
日韓●10月26日仕）高等学校部門

10月27日（日）中学校部門

事務局長　岩崎美保子

9時15分開場　9時45分開演

【審査員）
池辺晋一郎（作曲家）長内勲（合唱指揮者）

佐藤正浩（指揮者）清水敏一（合唱指揮者）
手原美春（作曲家）長谷IiI冴子（合唱指揮者）

堀俊輔（指摘者）吉田浩之（声楽家）
KarminaSiiec（カルミナ・シーレッ・y）

（合唱指揮者・舞台制作脚本家／スロベニア）
【大塔券細入方法】
すべてチケットプレイガイド「e＋（イープラス）」

（http：／／eplus．jp／）で9月20日栓）12・00から発

売します。手続きについてのご不明な点はイー
プラスのホームページのQ＆A、もしくはカスタ

マーセンター（TELO570－06－991110時～18時）

にお問合わせください。

※未就学児の入場はお断りしています。
※26日㈲高校Aの表彰式終了後、27日（日）は中学

混声の表彰式終了後に客席の入れ替えを行いま
す。
※当日券は販売しない予定です。
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国連での演奏会に向けて　お知らせ第2弾

日米文化交流projectin広島副委員長　谷千鱈子

大成功に終わった日米文化交流プロジェクト
In広島実行委員会の最初の事業：YPC広島公

演に続いて、最も重大な事業、2014年3月23日
～29日の国連本部での演奏会準備が着々と具体

化されています。

先ず、8月9日に第1次募集を締め切った県

連の公募合唱団「平和と希望の合唱団広島」は
8つの合唱団から女性38名、男性5名の応募。

8月31日西区民文化センタースタジオでの発会

式では、ブレーン㈱アメリカ支社の責任者マー

クさんを迎え、経過と旅行の説明を行い、早速
エリザへトシンカースとの合同演奏、「追分節

考」の楽譜を配布し、CDで東京混声合唱団に
よる演奏を聴きました。国連での演奏会では、

平和と希望の合唱団広島、工リザへトシンカー
ズ、国連合唱団、YPC、ニューヨークチルド

レンズオーケストラか共漬します。広島からの

合唱団は、夫々の単独ステージと、エリザべト

シンガースとの合同演奏の他、子ともの詩によ
る「平和と希望」をテーマにした歌を4つの合

唱団と子どものオーケストラの合同演奏で、世

界初演をします。実行委員会では「平和と希望」
をテーマにしたこどもの詩を8月15日締め切り

で公募しましたが、8歳から17歳までの34人か

ら作品が寄せられました。4人の審査員による

予備審査の後、8月26日の審査会議で厳正な審

査の後に、最優秀作品1、億秀作品2と佳作5
の作品が選ばれました。合唱団の発会式に続き、

31日の6時から入営作品の発表と表彰式が行

われましたが、最優秀賞に輝いたのは原小学校
6年生・片山いつきさんの「私は考える」です。

この詩は補作と英訳の後、9月にニューヨーク

に送り、ニューヨークで作曲されて、国連での

演奏会で世界初演をした後、広島とニューヨー
クで歌い継がれることになっています。

また、随行も含めた国連演奏会参加者の第2

「平和と詩聖の子ともの詩」受賞者、審査員、実行委

貝の皆さん、前列左端が最優秀賞の片山いつきさん

第52回広島県合唱コンクール

「43年ぶりに福山で合唱コンクール開催」
コンクール部長　原田典枝

8月18日（日）ふくやま芸術文化ホールリーテン

ロースにおいて、第52回広島県合唱コンクール

か中学校、高等学校、大学・職場・一般部門に
21団体の参加を得て開催されました。福山の皆

様方の熱いご協力の下、多数のご来場者に恵ま
れ会場内は素敵なハーモニーで満たされまし

た。審査結果は次のとおりです。来る9月15・

16日島根県民会館においての中国合唱コンクー

ルには12団体が推薦され、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。

今年は福山にて第66回全日本合唱コンクール
全国大会（10月26日仕〉高等学校部門、27日（日）中

学校部門）か開催されます。若さ溢れるコーラ
スをお楽しみいただけます。沢山のご来場をお

待ちしております。

第52回広島県合唱コンクール結果
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名と女声2名迄、随行は10名程度です。随行の

参加費は広島空港発着国内便、ニューヨーク往
復の航空運賃、ホテル代、移動ハス、朝食・夕
食、燃油サーチャージ、添乗員経費も含め、36
万3千円を予定しています。詳細については広

島県合唱連盟ホームページをご覧になるか、ブ
レーン㈱の村上明希さん（082－293－9108）まで

ご連絡下さい。
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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

6月23日（日〉三原市芸術文化センターポポロに

おいて36団体（出演者877名）の参加で開催さ

れた。安芸高田市から参加の「バストラール美

土里」は初出場。13団体が優秀賞にあたる　録ひ

まわり賞”を受賞し、その中から4団体か8月

24日・25日に大阪市フェスティバルホールで開

おかあさんコーラス部長　山野上純子

催された全国大会に推薦され、中国支部代表と
して演奏された。

全国大会ではアンサンブル・ポケット、ラル

モ二ア・エテルナ、コ一口・ナトウラーレは大

会賞、オレンジコーラスは“ひまわり賞”を受

賞された。
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躍動！ヤングピープルズコーラス・オブ・NY
顧問　山本定男

7月28日（日）広島公演の日、生憎の雨になった。

それでも会場のエリザベト音楽大学セシリア

ホールの前は、開場時間前から大勢の人が詰め

かけた。前売り券の売れ行きが今ひとつだった

だけに、果たしてホールか一杯になってくれる

かと心配したが、結果は相愛に終わりホール開

館以来の入りとなった。

彼らの広島公演は3回目で、前回は2005年京

都で行われた世界合唱シンポジュームの際に県

連で紹増している。その時の若さ溢れる歌声や

竹棒を使ったパフォーマンスなどが強く印象に

残っていたので、どんなに変わっているのかに

関l亡があった。いやー驚いた。前回より年代が

15歳から19歳と上がっていたせいもあったよう

だが、発声技術も確立しているし、その声から

生み出されるハーモニーの美しさに圧倒され

た。さらに、曲に合わせての衣装替え、白いパ

ラソルを使った優雅な動き、アメリカンらしい

きびきびとしたダンスパフォーマンス。まるで

ミュージカルを見ているようであった。また、

指揮者F．J．二ュネス氏の指揮振りも実に的確
で無駄な動きもなく、素晴らしい音楽表現に感

心した。当然、観衆からは大拍手の連続、久し
振りに観衆が興奮した演奏会であった。

今回の広島公演では、前回同様、広島の子と
も達との共演ステージが持てたことも大きな収

穫であったが、もう一つ大切な共演が待ち構え

おかあさんカンタートin萩に参加して
広島女声合唱団　亀井晴美

萩といえば歴史あるしっとりとした古都の町。

それが今回は違った。上から太陽がギラギラと

照りつけ、その猛暑に熟せられて街も道路も発

熱状態。その熱さの上を行く程の熱気で今年の
「おかあさんカンタート」は萩で開催された。

北は北海道から南は鹿児島まで総勢800を超え
る人の参加であったという。公開レッスン＝10

団体、120分のコーラスセミナー＝15教室と今

をときめく5人の講師陣で展開された。併せて

受講発表コンサートも行われ即席の合唱団の演

奏となり、メイン会場・萩市民会館のステージ
は大人で埋め尽くされ、歌声でホールを震わせ

た。今をときめく講師陣：雨森文也師、岸信介

師、清水雅彦師、辻秀幸師、藤井宏樹師。広島
からは65人の参加。10合唱団の団員で編成され

た「フラウエンコール広島」40人と混声合唱団

あるの女声部25人、どちらも公開レッスンに参

加。詳しいことは機会かあればその時の報告を
したい。またとない貴重な2日間であった。

ている。来年3月のニューヨークにおける国連

演奏会で、先日結団した「平和と希望の合唱団
広島」との共演である。広島の子ともが作詞し
た歌の発表も行われる。彼らと広島県連との交

流か今度はニューヨークで実現する。素晴らし
い国際文化交流だ。これからも国境を越えた彼

らとの友情が続いていくことを期待している。
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ウィーン演奏旅行を終えて
尾道コールあい　村上美鈴

尾道コールあい（指揮者　宗盛ユキミ　代表　高

原邦子　23名）は、4月27日から5月5日まで、12

年ぶり2度めのウィーン演奏旅行に出かけました。

ウィーンへ到着して更にハスで3時間。オーストリ

アとチェコ南ボヘミアの国境近くの目的地フライ

シュタント市まで23時間の長旅でした。

フライシュタット市は人口6500人の小さな町。翌

朝、烏のさえずりと時を告げる教会の鐘の音で目覚
め、城壁に囲まれた町を散策。リンゴの花や八重桜

か満開でした。たまたま立ち寄った日曜日の教会の

特別ミサでは、弦楽生演奏による聖歌隊の歌声に心
あらわれ祈りを捧げました。通りでは私たちのコン

サートを告げるポスターを貼った立て看板を見つけ

て大感激でした。

ホテルへ戻り発声練習後、演奏会場となる郊外の

クリュンバッハの町へ移動し、文化ホールに到着。

チロルの民族衣装の「クリュンハッハ混声合唱団（41

名）」が温かく迎えてくれ、リハーサル後、会場いっ

ぱいのお客さんに迎えられ、感動あふれる「さくら

コンサート」が始まりました。

同合唱団は平常は教会の聖歌隊で活動していて
ハーモニーが重厚で、この日はヨーデルを中心に、

生活を描き出した楽しいアカペラの数々。初めて聴

く音楽との出会いの喜びに浸りました。歌うことを

心から愛し、演奏に見事に表現され、全てを学び取
りたいと思える素敵な人達でした。

プログラム中、2年前の東北大震災と津波に触れ、

指揮者泰盛ユキミが「世界の人達の支握で復興に向
かっている中、クリュンバッハの皆さんがこうして

演奏会を開いてくださったことへの感謝とお礼」を

述べました。民謡や童歌、オリジナル曲「尾道の詩」
のペソチャーの登場に会場は沸ざ　合同演奏の「さ

くらさくら」では日本の舞などに、演奏ごとに拍手

か鳴り止まず、オーストiノアの人々の温かさに′i鳥丁

たれました。フライシュタットテレビ放映もされ、

地元市民がインタビューで「それぞれの国の典型的

な曲を歌い、ときにひとつに融合した。コンサート

は異文化を垣間見る唯一無二のもの。違い目の文化

に出会い最高だった」と述べていました。打ち上げ

パーティーではひとりひとりが交流を深め、日本と

オーストリアの友好の絆を結び、「世界でたったひ

とつの手作りの演奏会」を大成功に終えることが出

来ました。

その後ザルツブルク・ウィーン・プラハへと音楽

を深める滋養の旅を続け、宝物をいっぱい詰めて無

事演奏旅行を終えました。

♭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

TELaFAX：082－297－1181E－mail：oishik＠mac．com

名書告制服
◆第10回コ一口・ナトウラーレコンサート‘輝ざ
ト日時10月26日出14時30分

卜錯所：はつかいち文化ホールさくらぴかj、ボール
ト入鈷沖：無料
卜曲目　女声合唱組曲「悲しみの意味」、女声合唱組曲「地球はんざ
し、」、合唱組曲「くるみ割り人形」他

◆東広島温さ合唱団第33回定期類裏金
卜日時10月27日伯）14時

卜瑞所　広島大学サタケメモリアルホール

ト入棺料1．000円（高校生以下500円）
r曲目　組曲「白き花鳥囲」、「歌おうNiPPONJプロジェクトから、

名曲整「どんたく」～竹久夢二の八つの小唄他
◆東アジアの現代音楽祭2013Inヒロシマ～5月年記念公濃くヒロ

シマからのメッセージ“作曲家の現在“〉
トロ時11月9日出17時、11月10日伯〉15時

卜場所　アステールプラザ・オーケストラ等練習塘

卜人語料　2．000円、1．500円（学生）、3，000（通し券）、2．000円（学
生通し券）

ト曲目（9日）日本．強国．中国の作曲家の作品化、（10日〉　〈作曲家
の現在＝解合晃二の世界）音楽活動40周年記念公演、男声合唱
組曲“風の祈りき（演奏　集結高校グリークラブ）他

◆広島ベルカント興す合唱団第6回ホームコンサート
ト日時11月16日出13時30分

卜椙所　広島市東区民文化センター大ボール
ト大喝料　無料
卜曲目　ふるさとの四季、CanlateDomlnO（松下糊作曲）、指導者・

団員独唱　日独伊歌曲や民謡、オペラアリア他
卜友備出演　TheSweetResonance

◆歌の島混声合唱団フォースコンサート
ト日時11月17日伯）14時

卜培所　しまなみ交流館

卜入場料1．000円
卜曲目　日本民謡、高田三郎作曲「心の四季」他

◆アンダンテ　歩く速さでコンサートⅤ
ト日時11月17日旧）14時

卜墳所　広島県民文化センターホール
ト大鰐料　無料
卜曲目　女声合唱とピアノのための「近代日本名歌抄」、ソプラノ独
唱、モラヴィア民謡合唱集「明日を夢見て」より、他

◆マツダ合唱団7thコンサート
ト日時11月24日伯同4時

卜場所　広島県民文化センターホール
ト入場料　800円

卜曲目　アウグスト・七一テルマン作曲「7つの聖歌」、重唱由無、

鈴木憲夫作曲　混声合唱曲集「ほほえみ」他
◆コール・インウイコンサート（創立30周年記念）
ト日時11月24日（日）14時

卜唱所　貴市文化ホール
ト入棺料　800円
卜曲目　コンコーネによる二重唱曲集、「君に会ううれしさの」より、

「地球の家族」他
◆広島大学合唱団第節回足場強要会
卜日時12月14日出17時30分

卜境所　広島大学サタケメモリアルホール

ト入培料　500円

卜出目　混声合唱とピアノのための「こころの色」、企画ステージ、
混声合唱とピアノのための組曲「雨二王マケス」他

◆コール・トロイメン25周年記念コンサート
ト日時12月15日旧）13時30分

卜堤所　呉市文化ホール
ト入鯨油1，000円
｝曲目　女声合唱組曲「未来への決意」、「TimetoSayG00dbyeJ

「踊りあかそう」他
◆マミーシャンテ初めてのコンサート
ト日時12月15日旧囲時

卜培所　東広島市広島大学サタケメモリアルホール
ト大境料　000円
卜曲目　Sa（VeReglna（Busto）．CantaleDominOBb（松下餅）、

日本のわらべ歌、Pacheiと矧iCanon、Xmasメドレー他

◆渡す合唱団コア・リーテンローズ第6回定期濡実会
卜日時12月22日（日）14時

卜錯所　県民文化センターふくやま
ト入棺料1．000円
卜曲目　ウィーンのステージから、祈りの救、混声合唱のための童

謡メドレー「いつの日か」、「北からのうたごえj他


