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「第38回全日本おかあさんコーラス中国支部広島大会」開催間近！！

今年は昨年よりも多い31団体の女声合唱団が
一堂に会し、標記大会を開催いたします。この

日のために厳しい練習に励み、その成果を存分
に発揮して必ずや素敵な演奏をステージいっぱ
いに披露してくださることでしょう。とても華

やかで楽しい大会になると確信しており、私も

今から楽しみでしかたありません。

当日はぜひ会場に足を運んでいただき、そん

おかあさんコーラス部長　檎谷　守

なパワー治れるおかあさんを力いっぱい応援し

てください。

大会要領は次のとおりです。
日　時：2015年6月28日（日）10時20分開演

会　場：三次市民ホール　きりり

入場料：前売券800円　当日券1，000円

みなさまのご来場を心からお待ちしております。

《出演団体と出演スケジュール》
演奏（12：40－14：27） 
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休憩（14：27－14 �44） 

演奏（14：45－16：23） 
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閉会式（17：05－17：35） 

平成27年度春季総会報告
4月19日RCC文化センターで県連春季総会

が開催された。加盟団体100のうち出席67、委

任状提出30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がなさ
れた。福原副理事長の平成26年度事業報告に続

き、事務局の収支決算報告後、会計監査報告に
ついては、三上、岡田両監事とも所用につき欠

席のため、理事長よりメッセージが代読された。

質疑なく事業報告・決算は拍手をもって承認さ
れた。続いて寺沢副理事長より平成27年度事業

計画案、福原副理事長より全日本・中国支部関

係事業計画の説明、事務局より収支予算案の説
明をした。事業収益見込み、通信費に関するク
ロネコDM便契約を補足、さらに谷理事長よ

り全日本合唱連盟会費、維持会員費、エリザベ
ト音楽大学との共催事業についての現状報告と

説明をした。計画案・予算案ともに特に質疑は
なく、拍手をもって承認された。続いて谷理事

長より監事交代と理事の部署担当の提案がされ

事務局長　岩崎美保子

承認された。また、広島市被爆70周年記念事業

「2015こともコーラス・フェスティバルinひ

ろしま」「国連合唱団平和と希望のコンサート
Ⅱ」に開催について協力と来場のお願いをした。

各専F印部より事業のアピールと参加の呼びか
け、各国による広報を経て総会は閉会した。

【監事】
退任　岡田久史　就任　竹本輝男

【声楽アンサンブル部長】
就任　原田典枝（ぱすてる孝とおん）

【事務局員】
就任　久保京子（広島中央合唱団）

【総会開催後の新規加盟団体】
♪ひかりカレッジクワイヤ（一般）

♪尾道市立高須小学校合唱部（小学校）
♪ヴォーカルアンサンブル凄（一般）

5月20日現在103団体が加盟しています。加

盟団体各位の益々の飛躍と皆様方のご健康を心
よりお祈り申し上げます。
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2015こどもコーラス・フェスティIW＆国連合唱団平和と希望のコンサート広島公演

広島県合唱連盟理事長　谷　千輯子

8月1日・2日に開催される〈2015こともコー

ラス・フェスティバルinひろしま〉　の詳細が

決まりました。県連加盟団体の皆様には、既に
チラシとチケットのご案内が届いていると思い

ます。先ず演奏順と所属県連、アトリエが判る
ように出演団体をお知らせします。

1広島女学院中学校合唱部（広島）2山陰少年
少女合唱団リトルフェニックス（鳥取）3ぶん

ごおおのジュニアコーラス（大分）4鳥取市少

年少女合唱団（鳥取）5ウラジオストック児童
合唱団「赤い帆」（ロシア）☆松下耕教室
6キンダーコーア花輝（静岡）7総社ジュニア

コーラス（岡山）8みすず少年少女合唱団（山

口）9MJCアンサンブル（福島）☆伊東恵司

教室10直方少年少女合唱団（福岡）11池田ジュ
ニア合唱団（大阪）12福井少年少女合唱団（福

井）13希望児童合唱団（台湾）☆戸崎文案教室
14善通寺少年少女合唱団（香川）15諌早ジュ

ニア合唱団（長崎）16キンダーコーア鳩笛の会

（愛知）17宝塚少年少女合唱団（兵庫）
18VoiceofYoungin Hiroshima（広島）☆

FranciscoNunez教室　1日仕）の午後5時15分

～6時45分アステールのオーケストラ等練習室

で指導者の為の講習会も開催されます。2日の
フェスティバル入場券は1，500円（中学生以下

500円）です。
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8月6日午後6時30分からJMSアステール

大ホールで、「国連合唱団平和と希望のコンサー
ト」が開催されます。客演指揮：大谷研二で共

演する「平和と希望の合唱団Ⅱ」90名の練習も
5月17日に開始致しました。
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入場券は2，000円全自由席です。また、当日と
コンサートの準備をお手伝い下さる方を県連加

盟団体の皆様から募集いたします。詳細は加盟

名園に文書でご案内していますが、世界各国か
ら国連の職員として働いている国連合唱団の

方々と交流して戴く良い機会です。ぜひ、ご応
募下さい。
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平和と希壕のコンサート
広高公滴
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どちらも入場券は6月1日よりJMSアステー

ルプラザ情報コーナーで発売中です。詳細につ

いては、広島県合唱連盟ホームページをご覧く

ださい。遠隔地の方は事務局にお問い合わせく

ださい。お問合せ先　℡＆faxO82－230－2937　谷

℡＆faxO80－1913－5943岩崎　まで
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「全日本合唱コンクール＆NHK全国学校音楽コンクール課題曲講習会」開催！

昨年度よりはじまった初夏の講習会（通称：
Nコン課題曲講習会）、好評につき、今年も開

催することになりました。昨年は小中高を一日

で開催いたしましたが、今年は中高生・一般と

小学校を2日間に分けて開催いたします。
初日は6月20日仕）、午後の部が中・高生を対

象としたNコン課題曲講習会（中学「プレゼ
ント」、高校「メイプルシロップ」）、夜の部が
一般を対象とした全日本合唱コンクールの課題

曲講習会（Gl：パレストリーナ「Super

fluminababyionis」）です。講師は本山秀毅先

生です。ともに参加した合唱団員を本山先生が
指導するワークショップの形となります。

翌21日（日）は小学生と指導者を対象とした講習

会、小学校の先生を対象とした合唱指揮法・指
導法講座と児童を対象としたワークショップで

す。講師は昨年に引き続き武田雅博先生。講習
会は昨年同様二本立てとなっており、午前中は

小学校の課題曲「地球をつつむ歌声」の楽曲分
析の講座、午後からは各小学校合同合唱団を武
田先生が指導する形のワークショップ。その後、

各小学校からなるモデル合唱団を実際に指揮す
る指揮法・指導法の実践編となります。

昨年もこの指導者のための講習は大変好評で

「〃“一－　ゴ「ト＿　葛ト　＿　〇〇㌧享〃〇　一〇〇∴ザ○○　｝－　　－　　－二手－　ヽ－二重「〃iiil＋〇、二　」〃α○○∵歩－　す■●ト∵小－㌦○●十重葛卜

第9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15日（日）、第9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。前回より新設された「小

学生部門」、「アンサンブル部門」、「室内合唱・
重唱部門」に加えて「ジュニア＆中高生部門」
に分かれて過去最高の計36団体の競演が繰り広

げられました。今回の特色はなんといっても小

学生部門の大健闘です。グランプリとエリザベ
ト賞を小学生が獲得したのをはじめ、5団体が

優秀賞を受賞いたしました。また、今回から各

審査員独自視点による「審査員特別賞」が新設
され表彰式に華を添えました。

アンコンもいよいよ来年は節目の10回目を迎

えます。より一層の充実のために更なる新機軸

を打ち出していきたいと考えております。次回
は3月20日（日）開催を予定しております。多くの

皆様のご参加、ご来場を心待ちにしております。

今回のコンテストの結果は右表の通りです。

広島県合唱連盟副理事長　寺沢　希

した。午前におこなわれる合唱指揮法・指導法

事前講習（楽曲分析）だけでも大変有意義なも
のになると確信しております。指導に悩まれて

いる先生方、もう少し定員まで余裕があります
ので是非受講をご検討ください。必ず大きなヒ
ントが見つかると思います。

事前講習以外はすべて聴講可能です。こちら
もまだまだ空きがあります。皆様のご来場をお

待ちしております。
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広島県合唱コンクール開催のお知らせの
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。皆様のご参加とご来
場をIhよりお待ちいたします。

日時：平成27年8月9日（日）

10時30分開演～17時00分終演予定

会場：広島市安佐南区民文化センターホール

部門：◆中学校部門（午前）
◆高等学校部門（午前）
◆小学校部門（午後）
◆大学職場一般部門（午後）

今年から広島県合唱連盟として独自に「小学
校部門」を設けます。中国支部大会や全国大
会に進むことは出来ませんが、優秀な団体は、
九州支部大会に推薦されます。

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

入場券：前売券800円、当日券1，000円

（小学生500円、当日券のみ）

）合唱の祭典「合唱フェスティI〈ル2015」

フェスティバル部　三浦孝、もりてつや．

合唱フェスティバルを、来る平成27年10月18

日（日）に行います。昨年は三原市で行いましたが、

今年は広島市に戻り、広島市安佐南区民文化セ
ンターホール（広島市安佐南区中筋一丁目22－

17）で開催いたします。合唱フェスティバルは

児童・小中学高校・大学・職場一般そしておか
あさんとさまざまな部門が集う合唱の祭典で
す。合唱を通じて、より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
に拡げましょう。

★参加案内、要項及び申込書は6月下旬、郵送
にて各団の代表の方に発送致します。

★申し込み締め切り日は8月7日栓）です。
★説明会は9月6日（日）14：00－16：00　アステー

ルプラザ大会議室にて行います。（参加案内
にてご連絡致します。）

★講評者には、県外より、清水雅彦（声楽家・
合唱指揮者）、森山由紀美（合唱指揮者・島
根県合唱連盟副理事長）、県内より、沖田孝
司（ビオラ奏者・作曲家）、岡田千映子（合
唱指揮者）、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。

◆合唱団ある第29回定期演奏会
卜日時：6月27日仕）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：混声合唱とピアノのための「その日
－August6－」、混声合唱のための「ふることの

ふみ」他
◆広島メンネルコール創立60周年記念・第45回定

期演奏会
卜日時：7月5日（日）14時

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：男声合唱のためのレクイエム「碑」、「AME
NIMOMAKEZU」※2015年委嘱作品（世界初演）他

◆広島市役所合唱団第24回定期演奏会
卜日時：7月12日（日）14時

卜場所：広島市東区民文化センターホール
ト入場料：800円
卜曲目：男声合唱とピアノのための「新しい歌」、
男声合唱のためのヒットメドレー「SORA」他

卜賛助出演：コール・トロイメン

◆第50回広島中央合唱団定期演奏会
卜日時：7月19日（日）14時

卜場所：アステールプラザ大ホール
ト入場料：大人3．000円（前売2，500円）学生（高
校生以下）1，500円（前売1，000円）

ト曲目：ステイーヴ・ドブロゴス作曲・委嘱初演
「聖フランシスコの平和の祈り」、スタハト・マー
テル他

◆2015広島合唱団演奏会
卜日時：7月26日〈日）14時

卜場所：広島県民文化センターホール
ト入場料：2，000円（指定席）1，500円（自由席）
ト曲目：交響曲「炎の歌」、ヒロシマの有る国で、
いのちの記憶、川の流れのように他

◆コール尾道35周年、尾道ジュニアコーラス25周
年記念合同演奏会

卜日時：8月2日佃）14時

卜場所：しまなみ交流館（テアトロシェルネ）
ト入場料：1，000円

卜曲目：女声合唱組曲「二度とない人生だから」、
三善晃作品より「北の海」他、合同演奏・童謡
メドレー他

◆第42回呉混声合唱団定期演奏会
卜日時：9月13日（日）14時

卜場所：呉市文化ホール
ト入場料：無料
卜曲目：混声合唱のためのカンタータ「土の歌」、
混声合唱組曲「まほろは」他

▽広報担当連絡先▽

〒730－0852　広島市中区猫屋町3－24－1404

広島県合唱連盟広報担当　大石営造

TEL＆FAX：082－297－1181E－mail：oishik＠mac．com


