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広島県合唱連盟事務局
〒739−1732

広島市安佐北区落合海
8−9−11若騎美保子

内

Tel＆Fax O82−843−0549

メニューも魅力もいっぱいの合唱講習会〜奮ってご参加を〜研修部長 亀井晴美
当初平成26年2月1日2日に予定していた合

唱講習会が講師大谷研二先生のご都合で2月1
日と3月2日に変更されたことを先ずお断りい
たします。
・合唱講習会（女声）とコーラスクリニック
2月1日仕）於

アステールプラザ

・合唱講習会（混声）と指揮者講習会
3月2日（日）於

エリザベト音楽大学

・指揮者のための指揮法講習会 3回シリーズ
1月12日、2月23日、3月2日

いずれも日曜日 於一エリザベト音楽大学
講師は広島ではすっかりおなじみとなられた
大谷研二先生。平成13年の合唱講習会講師、広
島県合唱連盟創立50年記念演奏会の児童部門・

混声合唱部門で客演指揮をされた方。また「日
米文化交流プロジェクト」の1つ「平和と希望
の合唱団」ニューヨーク公演で合唱団を率いて
指揮をしていただきます。何よりも今をときめ
く日本合唱界の指捷者のお一人であり、NHK
東京児童合唱団指揮者、東京混声合唱団指揮者、
NHKFM放送「ビバ！合唱」のパーソナリティ
としてもど活躍中。ご存知の方もまた多いこと
と思います。
女声合唱講習会ではボブ チルコット●「故
郷」から〈村祭〉〈故郷〉〈おぼろ月夜〉。よく知っ

「アンコンが変わります！！」〜部門の設定、

ている曲が編曲によってこうも変わるのか、一
層日本的になっているともいえる。

混声合唱講習会はスウェーデン在住アメi）力
人スティーブ
から

ドブロゴス作曲「合唱曲Voi4」

〈sha−ia〉〈Oid Fashioned Worid）。繊細

で美しいアップテンポなジャズ曲をお楽しみい
ただけると思います。
「指揮者のための指揮法講習会」は12年前、

大谷先生のもとで開かれた経緯があり、講座再
開が強く望まれていました。それが今回やっと
実現し、エリザベト音楽大学の共催を得て開催
できることになりました。嬉しいことです。講

座の内容は講義は勿論のこと、指揮法の実技演
習も含め実りある講座にしたいと願っていま
す。3回シiノーズで、1月12日、2月23日と3

月2日、いずれも日曜日に行います。指揮者、

小中高校大学の合唱に関わっておられる教職員
の方、将来の合唱界を担う大学生の人たちの沢
山の参加を待っています。日程、会場、時間等
詳細を記した「案内要項」を各合唱団、関係部
薯に発送しました。お読みいただいて応募して
ください。なお広島県合唱連盟ホームページに
も載せています。
お問合せは亀井晴美082−221−0547、檎谷専
082−299−5492まで。

オーディエンス営、受賞団体演奏の新設〜
声楽アンサンブル部長 寺沢肴

今年度もヴォーカルアンサンブルコンテスト
のご案内をさせていただく時期となりました。
このコンテスト（以下アンコン）は 今年度で
8回目の開催となります。合唱連盟の行事とし
てすっかり定着してきたものと、ご参加いただ
いています皆さまに深く感謝いたします。
第8回ヴォーカルアンサンブルコンテストで

は、参加団体の増加、多様化に伴い、新たに部
門の設定を行いました。広島の合唱界の将来を
見据えて「小学生部門」、そしてアンサンブルの
醍醐味である無伴奏、指揮者無し、少人数によ
る「アンサンブル部門」、それ以外の編成自由
な「室内合唱・重唱部門」を新設いたしました。
また表彰方法も従来の賞に加えて聴衆の皆様
の投票による「オーディエンス賞」も新設、そ
して皆様からご要望の強かったグランプリ団体
の表彰式における「受賞演奏」も行うことにな

りました。

そんなi）ニューアルしたアンコンを審査・講

評をしてくださるのは、合唱指揮者の武田雅博
先生、声楽家でエリザベト音楽大学教授の林裕
美子先生、作曲家でエリザベト音楽大学非常勤
講師の坪北紗綾香先生の3名の先生方です。先
生方の講評も楽しみにして頂きたいと思います。
第8回アンコンは次のように行います。
2014年3月16日（日）

エリザベト音楽大学セシiノアホール
開場9，30

開演10．00

参加申し込み締め切りは2014年1月19日（日〉
24iOOです。参加希望団体が予定数を超えた場

合は、申し込み順などを参考に連盟で選考させ
ていただきます。お早めの申し込みをいただき
ますようお願いします。多数のお申し込み、そ
してご来場をお待ちしております。
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全日本合唱コンクール全国大会成功裏に終了日
平成24年4月、県連改選後の新体制からス
タートした第66回全日本合唱コンクール全国大
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事務局長

岩崎美保子

タッチをすることができ、感謝の気持ちでいっ
ぱいです。

会（中学校・高等学校部門）開催準備。過去に
全国大会経験のある理事の記憶を頼りに県連総
力で取り組みました。全国大会開催において音
響・座席数・ホールの美しさでは申し分のない
ふくやま芸術文化ホール リーテンロースでの
開催は（公財）福山芸術文化振興財団、広島県、
福山市、福山市教育委員会の共催をいただき実
現しました。また、同会場で県大会も開催出来、
さらに改善と工夫を加え全国大会規模の態勢を
整えることが出来たのです。
「わあすご−いIiお城みたいii」会場入りし

た出場者の皆さんの第一声でした。県大会、支
部大会を勝ち進み、全国から集まって来られる
皆さんに練習の成果を100パーセント発揮して
いただきたいiiご来場のお客様に「福山はい
いところだったii広島にまた行きたいiI」と

思っていただきたいとの思い、お・も・て・な・
しの心と笑顔で頑張った二日間でした。

大会実行委員は実行委員長の谷千鶴子を始め理
事全員と次の皆様及び協力合唱団の皆様です。
（敬称略）
岡本順・小田信行・伊藤浩子・田中邦彦・吉岡
美紀・井上美佐子・奥野浩子・松井肩一・佐藤
朋子・渡違慶子・河村恭弘
園協力合唱団
福山暁の星女子中学・高等学校／合唱団ある
尾道女声合唱団まどか／コール▽伊勢丘
金浦コーラスポコ・ア・ポコ／広島女声合唱団
混声合唱団コア・オルタンシア
混声合唱団コア・iノーテンロース
女声アンサンブルFiOriMusiCaii／女声合唱団

フル−ル
瀬戸ハーモニークラブ／マンマウオーチェ
男声合唱団コール・フロイデ／ぱすてる＄とお
ん

福山YMCA女声合唱団コール・ローゼ

この全国大会が成功裏に終了することができ
ましたのも、献身的に各部署の担当を全うして
くださった福山を中心とした広島県全域の150
名の実行委員の皆様、中国支部各県から駆け付
けてくださった事務局長をはじめとする機動隊
の皆様、ホール専任ボランティアスタッフの皆
様方のご尽力のお陰であり、近畿ツーリスト、
福山観光コンベンションの御協力、福山芸術文
化振興財団の皆様の御支援のお陰です。台風の
襲来で一時は開催が危ぶまれましたが、やはり
広島パワーは凄いIi天をも味方にii何事も無
かったかのような天気になりました。そして閉
会式ではサプライズで登場したローラちゃん

レディースコーラス虹／フェミニンコール広島

園アナウンス

高橋知恵

園旅行

武田康司

（株式会社近畿日本ツーリスト
中国四国広島支店）
．ミi愚￣、

＼i

都

＼il＼

u

X

（参加章デザイン主人公）に会場からの大歓声。

一人一人の工夫とアイディアと行動力の積み重

ねは大きな力となり大会成功に結び付きまし
た。無事に次年度開催地の岩手県へのバトン

主

ﾈ

8

b

：

大会実行委員の皆さん
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第52回中国合唱コンクール結果

）合唱の祭典「合唱フェスティバル2013」
フェスティlUレ部長

ラ12I

三浦孝

9月15日、16日島根県民会館大ホールで第52

回中国合唱コンクールが開催されました。広島
県から出場した団体の成績は以下の通りです。

「広島県合唱フェスティバル2013」が去る11

月10日（日）上野学園ホール（広島県立文化芸術
ホール）にて開催されました。
講評者に、県外より、しゆうさえこ（声楽家・

第52回中国合唱コンクール結果（広島県代表分）

作曲家・合唱指揮者）、勝部俊行（合唱指揮者・
島根県合唱連盟理事長）、県内より、遠藤秋実（指
揮者・吹奏楽連盟理事長）、福政歩（ピアニスト）、
松本憲治（作曲家・指揮者）を迎え、各4名の
先生からアドバイスを頂きました。各団体がブ
ロックごとに素晴らしい演奏を披露し、他団体
の演奏を聴き合い、会場を盛り上げました。

また今年は、はるか台湾から「高雄市星光合
唱団」をゲスト合唱団としてお迎えし、国際平
和文化都市に相応しい大会となりました。そし
て最後は「高雄市星光合唱団」の方々も一緒に
全員合唱による「大地讃頒」を勝部俊行先生の
指揮・福政歩先生の伴奏で、ステージと客席と
の大合唱となり多くの仲間と出会い交流を深

第6胴全日本合唱コンクール全国大会結果
第66回全日本合唱コンクール全国大会は10月
26・27日にふくやま芸術文化ホールiノーテン
ローズにて中学校・高等学校部門が、11月23・

24日に千葉県文化会館にて大学・職場・一般部
門かそれぞれ開催されました。広島県代表の成
績は以下の通りです。

め、美しいハーモニーをホールいっぱいに拡げ
ました。
▲．︐▲．−
−．Vl．

清次

⊥鴫−︐−→−もし

」＿＿○○寡で〕＿−，＿ 們xｴX6ﾘ

X R

今年は昨年に比べ43団体と参加団体は少なく
なりましたが、児童・中学高校・大学・職場一
般・おかあさんと、さまざまな部門から参加し
ていただき、また同声・女声・男声・混声とバ

ラエティに富んだ演奏を最初から最後まで聴く
ことかできました。合唱を愛する参加合唱団全
ての方々のおかげであると本当に感謝しており
ます。本当にありがとうございました。
来年の「広島県合唱フェスティバル2014」は
10月19日（日）に三原市のポポロ（三原市芸術文化
センター）で開催致します。来年も是非、ご参
加下さいますようお願い致します。
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新春に役員改選のための第二回続開輔 繊告制服鰐

に譜蒜器量蒜糖器諾えるコンサート9
と存じます。

豊

卜場所

安芸区民文化センターホール

蕉諜護襲議艦襲辣誓
心から感謝申し上げます。

3月末に予定されているニューヨーク国連本部濃

紫

ばすてる＄とおん、ハーモニーのさらら

奏会も、日本政府主催での開催が決まり、合唱団異 常 卜日時1月5日（日）13時30分

譲議護憲糖輩寵醐演奏会
を進めています。

予算などについてお諮りしておりますが、役員任期
か2年と規約に定められ、2年に一度、春期総会に

吟
豊

富謹藷総譜議誌講
いたします。

ト場所 安芸区民文化センターホール
ト入場料
卜曲目

800円
MiChaeiMcGiynn作品、シューベルト「現在

の中の過去」、トルミス「大波の魔術」、男声合唱曲「雨
二モマケス」他

事譜悪競盤謹部

◆広島大学東雲混声合唱団バストラール第50回バスト
ラールコンサート

53回中国合唱コンクール」、「2015こともコーラス

ト日時1月25日出18時

昔

卜場所 広島大学サタケメモリアルホール
ト入場料 無料
卜曲目 無伴奏混声合唱小品集「雲は雲のままに流れ」、
れて、ご審議頂きたいと思います。
企画ステージ、混声合唱とピアノのための「良寛相聞」他
また、前回の総会でご提案し、皆様のご意見を伺罵 ◆コール・ロマンツ工第29回定期演奏会

蕉薬篭紫諾剥

いました連盟年会費の改訂についてのご審議も戴き 豊
ます。総会は会員全員の出席を基本としており、議 紫

卜日時

欒監護繋描

ト入場料

返送下さい。
日時

平成26年1月19日（日）

2月9日（日）14時

卜場所 西区民文化センターホール
800円

卜曲目 混声合唱組曲水のいのち（高野喜久雄作詩、高
田三郎作曲）他
寧 卜賛助出演広大グリーOB合唱団コール・スローンチェ
糸 ◆サルがきッツアーコンサート 〜もみじとタルトとと

藷馨驚…いて罵

卜出演団体 合唱団うたがき、スプリゾツァー、コールサル

★お詫び★

卜日時

ん二つと〜
ト日時

2月16日（日）14時

卜場所 広島県民文化センターホール
ト入場料 800円（中学生以下無料）
なお、平成26年度の総会は、4月20日（日）、RCC 菅 ト曲目 混声合唱とピアノのための「三つの時刻」、混声
文化センターで開催予定です。
薯
合唱のための「おらしょ」、2つのモテット作品74−1他
＿．＿＿＿烏 ◆第10回安田女子中学校合唱部定期演奏会
薯

パソコン故障で最新の送付先データ梢失、今蕾

驚嵩蓄諾謹鞠

連絡をお願いします。

尊

器謀議驚驚…04 罵
TEL＆FAXO82−297−1181Emaii：OiShik＠maccom

紫

2月22日仕）14時

卜場所 安佐南区民文化センターホール
ト入場料 無料
卜曲目 コンクール曲を中心とした演奏他
卜賛助出演 安田女子高等学校音楽部
◆合唱団ぽっきりコンサートⅥ
ト日時

2月22日出18時30分

卜場所 安芸区民文化センター
ト入場料 800円（高校生以下無料）

ト曲目混声合唱とピアノのための組曲「レモン哀歌」、
「みやこわすれ」他

