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「平成27年度新規事業について」
平成26年度は健全な連盟運営のために昭和58
年以来の30年ぶりとなる県連加盟費の値上げを
ご賛同戴き、今年度事業の舵を切らせていただ
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ステイパルinひろしま」もこのアカペラが発

行される頃には、出演団体が決まります。広島
県からは、2010年に続き、県連児童部門に加盟

きました。おかあさんコーラス部、コンクール

している4つの団体によるVoiceofYoungin

部、フェスティバル部、研修部、アンサンブル
コンテスト部、ハーモニー部と県連事務局が一
体となって、各事業の企画運営を重ねて参りま
した。おかげ様で一部の事業を除いて各事業と
も健全な会計の基に、新しい方向を見出す事が
出来ました。3月25日に日本の合唱団で初と
なった国連本部での「平和と希望のコンサート」
は県内外の皆さんから大きな評価を戴き、広島
県合唱連盟に対する信頼と応援に繋がって参り

Hiroshimaを編成して参加します。そしてこの

ました。被爆70周年を迎える2015年も皆様と力

を合わせて、合唱の持つ人の和・音の輪・平和
への発信を続けて参りたいと思います。
今年最初の事業、合唱講習会は、亀井部長の
ご報告にありますように大成功に終わりまし
た。昨年に引き続きエリザベト音楽大学との共
催で NHK学校音楽コンクールの課題曲を
テーマにした講習会を6月第3土日に訂画して
います。
6月28日（日）には、初めて三次市での開催とな
る第38回おかあさんコーラス広島大会を開催し

ます。音響の良い三原市のポポロと同じ設計者
による「市民ホールきりり」での大会はきっと
素晴らしい大会となるでしょう。
8月9日の第54回広島県合唱コンクールから
いよいよ小学校部門が始まります。市の被爆70
周年記念事業となる「2015こともコーラス・フ工

大会に講師として参加される戸崎文葉・松下耕
先生による指導者のための講習会が8月1日出
の夕方、アステールプラザのオーケストラ等練
習室で開催されます。詳細は総会でお知らせし
ます、ご期待ください。
また、同じく被爆70周年記念事業の国連合唱
団平和と希望のコンサート 広島公演が8月6
日にアステール大ホールで開催されます。ゲス
トは前回2012年と同じく、歌手の加藤登紀子・

麻衣さんの他、アフリカ音楽の歌手ア二ヤンコ
さんです。8月2日東京紀尾井ホール、9日長
崎ブリックホールでも開催されるこのコンサー
トは、国連創立70周年記念事業でもあり、3つ

の開催都市による実行委員会が組織され、準備
を進めています。広島からは先にご案内したよ
うに、客演指揮に大谷研二先生を迎え、「平和
と希望の合唱団広島Ⅱ」が共漬します。目下参
加者募集中です。詳細は県連ホームページをご
覧ください。全日本合唱連盟が主催する全国規
模の事業に、県市が共催して、会場費等の減免
を受ける事は、未だかつて無かったそうです。
これからも行政と一緒に広島の合唱界を元気に
するために加盟各国の皆様と力を合わせて参り
たいと想います。

「平成27年度春季総会」開催のご案内
広島県合唱連盟では定例の春季総会を4月19

事務局長

岩崎美保子

決算報告ならびに27年度事業計画・予算案の審

月末までの連盟費納入で完了いたします。総会
出欠の葉書返信も含めてお忘れなきようお手配
ください。また、新規加盟希望の団体について
の情報は県合唱連盟事務局までご一報くださ

議を頂き、広く会員のご意見を伺い、広島の合
唱界の向上と発展の基になる貴重な機会です。

0549）

日（日）午後2時からRCC文化センター7階7
−34号室で開催します。総会は26年度事業報告・

い。（TEL：080−1913−5943

FAX：082−843−

27年度は6月の第38回おかあさんコーラス大会

連盟費改定を実施した今年度は加盟104団体

を初めて三次市で開催します。また、広島市被

でスタートしました。末尾になりましたが、皆

爆70周年記念事業の「2015こともコーラス・フェ
スティバルinひろしま」「平和と希望のコン

様方のご協力により県連事業・支部事業を展開
できましたことを感謝申し上げます。
※ご報告
この度、谷千鵠子理事長が「広島県地域文化
功労賞」を受賞しました。皆様のご理解ご協力
のお陰と心より感謝申し上げます。

サート広島公演」開催により音楽を通じて広島
の平和への思いと祈りを世界に発信いたします。
総会のご案内は3月初旬に発送いたします。
加盟継続の手続きは3月末までの書類送付、5
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第9回ヴォーカルアンサンブルコンテスト出演団体

第9回ヴオ カルアンサンブル
コンテスト開催まもなく
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声楽アンサンブル部長 寺沢 希
第9回を数えますヴォーカルアンサンブルコ
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今回のコンテストには、審査講評委員として、
作曲家・指揮者の佐藤貫太郎先生をお迎えしま
す。また、毎回共催して頂いているエリザベト
音楽大学からは声楽家の桂政子先生と作曲家の
坪北紗綾香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

7

会場：広島市安佐南区民文化センターホール
部門および編成区分：
◆中学校部門
①混声合唱の部 8名以上
（D同声合唱の都 8名以上
◆高等学校部門

①Aグループ（小編成の部）8名以上32名以下
（DBグループ（大編成の部）33名以上
◆大学職場一般部門
（D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
25名以上
（①同声合唱の部
25名以上
④混声合唱の部
◆小学校部門
今年から広島県合唱連盟として独自に「小学
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盛り上げてくださることをお願いいたします。

コンクール部長 国分 裕
平成27年度、第54回広島県合唱コンクールを
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19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。
皆様のご参加を心よりお待ちいたします。
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なお、今回部門が再設定され、各部門合計で
過去最多36団体のエントリーがありました。昨
年導入し好評だった観客の投票によるオーディ
エンス賞、グランプリ受賞団体による受賞者演
奏に加えて審査員特別賞も始まります。当日は
是非ご来場いただき、今年度最後の連盟行事を
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校部門」を設ける予定です。中国支部大会や
全国大会に進むことは出来ませんが、九州支
部大会に推薦される可能性があります。

審査員（敬称略、順不同）
武田 雅博 合唱指揮者
本山 秀毅 合唱指揮者
佐々木 悠 オルガニスト
林 裕美子 声楽家
藤井 美雪 声楽家

申込締切：6月12日㈲必着
説明会：7月12日（日）10：00−12：00

安佐南区民文化センター大会議室
問合わせ：国分裕

TEL＆FAX O829−56−2860

E−maiI：kokubu＠violin．ocn．ne．jp
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〜26年度講習会を終えて〜
研修部長

亀井

晴美

毎年講習会が終わると「楽しかった。熱気に
溢れた素晴らしい講習会だった」と言う。それ
ほど毎年の講師の先生方は日本の合唱界の第一
線の方々である。今年の辻裕久先生も然り。体

と改めて感じた時間でした。
一人一人が大事
な楽器。一人一人が楽器の一部 と言われる辻
先生の暖かい言葉が印象的で、生徒一人一人の
声をしっかり聴いていきたいと思いました。貴

の楽器の共鳴を説かれ、広島260名・福山110名
の講習会でありながらマンツーマンで指導を受
けているような細やかな指摘と練習であった。

重な時間をありがとうございました。

◆混声合唱団「銀の鈴」小田利彦
受講曲：うたおうLetUsSing！！
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そして何より も辻先生の声の素晴 らしいこ
と！大空を突き抜けるような清明なテノール。
その声に参加者みんな魅了されたものである。
コーラスクリニック参加団体は4団体。合唱
講習会参加者は370名で 〈赤とんぼ〉
〈GreensIeeves〉

を歌い、指導者講習会は指

導者18名とモデル合唱団25名で〈ILiftMy
Eyes）を歌った。県連非加盟団体も11団体、
19名の参加があった。また、クリニックに久し

ぶりに中学校1校が参加、小中高一般シニアか
らなる合唱団も受講。また大学生15人の参加も
あり、層の幅の広いものとなり、うれしいこと
であった。

次いで参加された皆さんの声を採録する。合

墓

ioｨ+

hﾝh

私は合唱講習会を81才で初体験した。辻裕久
講師の巧みな表現法と音声に惹かれた。「赤と
んぼ」作詞者の三木露風の人生を語り、1番と
4番の歌詞の違いを明確にされ、全員がその違
いを感じ、時の経過と情景を浮かべて歌った。
また先生は母音唱でハミングの響く箇所、鼻腔
を教え素敵なハミングをされた。ハミング下手
な私は見習いたいと思った。楽しい講習会だっ
た。

◆ヴォーカル 夢 出雲泰板子
受講曲：〈あなたへのうた〉 より3曲

唱講習会に参加し、コーラスクリニックで日頃
の練習の成果を辻先生に指導していただいた3
団体の代表にお願いをした。（敬称略）
◆高屋中学校 中IIはりの
受講曲：「証」Nコン課題曲

f

￣甜・ご

24名

町史獣性高言霞青葉鎮
一∴・：吋

∴十∴ え、＋ 躍畢r￣

et

088

漢

（ ．「華囲」

書1−°、

ﾂ

Ii 【

私たちは少人数の合唱団で課題は山盛りで
す。今回は「音色を揃える」ということを曲の
中で具体的に教えていただき大変嬉しく充実し
た楽しいクリニックでした。これを忘れること

合唱において重要な「言葉を表現する」こと
については、エネルギーを保つこと、母音の響
きや速度について考えていくことが大切なのだ

なく、全員で［頬骨、顎、唇、母音の色、息、
上の楽器等々］を意識した練習、そしてこれか
らも時間はかかるけど今のスタイルを変えず進
んでいきたいと思います。
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穆翰告制服 瞳轄鍔鍔謂謀議

某∴∴∴∴おかあさんコーラス部長 檎谷 守

◆合唱団ぽっきりⅦ
ト日時：3月7日出18時30分

卜場所：広島市西区民文化センター
ト入場料：500円（高校生以下無料）
ト曲目：混声合唱のための「おらしょ」、混声合

唱曲「嫁ぐ娘に」他
◆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」

豊

来たる6月28日（日）三次市民ホールきりりにて

糖楽器器謹器鷲
書

くいらっしゃるのではないでしょうか。次のと

結語葦内外の著名な先生方をお招き
寧 選考・講評委員（順不同敬称略）
尊

○浅井

敬重／合唱指揮者

鴇；謹皇諜講堂（和学固白鳥キヤ喜 …葦さ諾／蒜
○内田陽一郎／声楽家
○鬼玉美由希／ピアニスト
卜曲目：信長貴官作品ステージ、安田女子中学校 寧
○坪北紗綾香／作曲家
合唱部賛助ステージ伯
母
できたてピカピカのホールで、今年も参加者
◆第20回ひらのファミリーコーラスコンサート
尊
毒 全員で大いに盛り上がりましょう。皆様からの
ト日時：4月26日（日）13時45分
宰 多くの参加をお待ちしております。
卜場所：広島市西区民文化センターホール
掌 なお、三次市文化会館ではないのでご注意く
ト入場料：無料
卜出演：大竹女声合唱団、コ一口・デ・ヒラソル、
萱ださい！

ト議黒料

罵

コ一口・ナトウラーレ、コールマイン黒瀬、女

声合唱団いろは他13団体

◆比治山女子中学・高等学校合唱部第21回定期演
奏会
卜日時：4月26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

ト場所：はつかいち文化ホールさくらぴあ大ホー
ル

ト入場料：無料
卜出演：廿日市市で活動する27合唱団
◆広島オルフェオン第30回定期演奏会

卜曲目：フォーブス「アサェ・マリア」、瀬田俊
一郎「ホームソングメドレー《イタリア編》」他

卜日時：6月7日（日）14時

◆東広島児童合唱団第34回定期演奏会

ト入場料：800円

卜日時：4月29日（水・祝）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：愛唱曲から「この星に生まれて」、「さび
しいカシの木」、合唱ミュージカル「ブレーメ
ンの音楽隊」他
◆東広島混声合唱団第35回記念定期演奏会・東広
島交響楽団第19回演奏会 合同演奏会
卜日時：5月6日㈱14時

卜場所：広島大学サタケメモリアルホール
ト入場料：1，000円（高校生以下500円）
ト曲目：「生きてまた」、「さすらう若人の歌」、カ

ンタータ「土の歌」他
◆混声合唱団「銀の鈴」創立10周年記念第3回あ
じさい色のコンサート
ト日時：5月24日（日）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
卜出演：混声合唱団「銀の鈴」、広島ジュニアコー

卜場所：西区民文化センターホール
卜曲目：「ヒロシマにかける虹」、多田武彦作品集
他

卜賛助出演：崇徳高等学校グリークラブ
◆混声合唱さくら結成5周年コンサート
ト日時：7月4日仕）13時30分

卜場所：はつかいち文化ホールさくらぴあ大ホー
ル

ト入場料：無料
卜曲目：混声合唱のための民謡メドレー「ハアドッ
コイショ」混声合唱のための童謡メドレー「い
つの日か」他
◆混声合唱団グリーンエコー20周年記念演奏会
卜日時：7月5日（日）14時

卜場所：はつかいち文化ホールさくらぴあ大ホー
ル

ト入場料：無料
卜曲目：〈懐かしい情景〉施月夜、〈水と花と…〉
「水のいのち」より、〈元気〉 宇宙戦艦ヤマト
他

ラス、フェミニンコール広島

卜曲目：児童合唱のための「うたおう」、ふところ、
SmileAgain、群青、リメンバー、あの素晴ら

▽広報担当連絡先▽
〒730−0852

広島市中区猫屋町3−24−1404

しい愛をもう一度他
◆第9回廿日高市合唱祭

広島県合唱連盟広報担当

卜日時：5月24日（日）11時30分

TEL＆FAX：082−297−1181E−maiI：oishik＠mac．com

大石営造

