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　今年度から神奈川県合唱連盟の理事長を務めさせて

いただく事になりました、志澤 彰です。よろしくお願

いいたします。

　松村前理事長は、各イヴェントに統括制を導入する

などし、理事会をしっかりとまとめられ、全日本のワー

クショップの大成功など大きな成果を残されました。

それらを、岩本副理事長を始めとする三役と、各実行

委員会を運営して下さる有能な理事の皆さんと共に引

き継いで行くことが、私達に課せられた使命であると

思っています。

　しかし、引き継ぐだけでは務まらない事もあります。

今年度は県立音楽堂が改修工事のため１年以上にわ

たって閉館いたします。そのため、例年行われている

合唱祭やコンクール等のイヴェントを新たな会場で開

催しなければなりません。これは実行委員会がかなり

綿密な準備をしておかなければならず、負担は大きく

なると思われます。しかし、４月に行われた「おかあ

さんコーラス大会」は、県連としては使ったことのない、

大和市の新しい会場にもかかわらず、非常に順調にタ

イムテーブル通りに進められ、何のトラブルもなく終

了することが出来ました。実行委員の皆様の綿密な準

備と当日のスタッフの皆様の献身的な働きによるもの

と感謝しております。

　このように県連には有能な理事・スタッフが揃って

います。その方々が活動し易いようにサポートしてい

く事が私たち三役の役割だと考えています。

　来年度以降には関東の「おかあさんコーラス大会」

「アンサンブルコンテスト」を県連が主管する準備もあ

ります。それらを滞りなく進められますよう、理事一

同一致団結して進めていく所存です。皆様のご協力を

よろしくお願い申し上げます。

新理事長就任挨拶

神奈川県合唱連盟理事長　志澤　彰
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６年間の感謝

　この３月を持ちまして理事長職を任期満了で退任いた

しました松村でございます。在任中は福田先生、志澤

先生、藤原先生、岩本先生の 4 名の副理事長の皆さん

に支えられ、あっという間に過ぎていった６年間でした。

年間行事を６回。その間、関東支部会議開催、中高コ

ンクール関東大会、音楽堂 60 周年、全日本ワークショッ

プ、県連 60 周年と盛りだくさんの充実した時間を過ごさ

せていただきました。こうして楽しい想い出と共に振り返

ることが出来ますのも、理事として、あるいは監事、主

事として運営に携わって下さった全ての方 と々、全ての県

連会員の皆様の合唱への深い愛情と情熱のお陰と、心よ

り感謝申し上げます。そして何と言っても、岩渕事務局長

はじめ、草道次長、渋谷次長、並木さん、青木さん、青

山さんの日本一の事務局の存在が６年間の県連を支えて

下さいました。言葉では言い尽くせない感謝の思いでいっ

ぱいです。本当に本当にありがとうございました。

　益々の県連の発展と、合唱界の興隆を祈念しつつ、微

力ながらそのお手伝いをさせて頂きたいと思います。

　神奈川県合唱連盟は永遠に不滅です！

前理事長　松村　 努

　この度、12 年間お世話になりました神奈川県合唱連盟

の理事を退任させて頂くことになりました。

　お世話になりました全ての皆様に心より御礼申し上げます。

　数えきれないほどの歓びを皆様からいただきました。

とりわけ後半の 6 年間は松村努前理事長の下、副理事長

という立場で、皆様の合唱活動に関わらせていただき、

かけがえのない経験を皆様と共にさせていただきました。

深く御礼申し上げます。

　2 月11日の県連 60 周年演奏会の朝、桜木町駅にたど

り着いた時、役員として朝 8 時台（早い時は 7 時台）の

朝の景色を味わうのは最後なんだ、と感じ入りました。

　多くの皆様がそうであるように、県立音楽堂の坂道を

登る気持ちは、いつも覚悟はいりますが、登りきるとそこ

には合唱・音楽の仲間がいる、笑顔に会える、そう思っ

た歳月でありました。

　神奈川県合唱連盟の益々のご発展と、皆様方のご健勝

を心より祈念しております。

前副理事長　藤原 規生

　この度、長年お世話になりました神奈川県合唱連盟の

理事を退任致しました。

　22 年前、伊集院先生が理事長でいらした頃、理事会

の仲間入りをさせて頂きました。以来、桑原先生、田中

先生、松村先生の下で、理事の一員として活動できました

ことを、心より幸せに思っております。

　合唱祭の実行委員長時代、4 日間で参加者が延べ

5,000人を超す大きなイベントの開催にあたり、実行委員

の皆さんと細部にわたり準備をし、4 日間が無事に終わっ

た時の達成感は、格別なものとして、理事活動の中で最

も思い出深いものとなりました。

　理事生活最後は、松村先生の下、副理事長を務めさせ

ていただきました。三役としての 6 年間、たくさんの事

を学ぶことが出来、指揮者生活にも大きな影響を頂きま

した。

　過ぎてしまえば早いものですが、理事会を通し充実し

た時間を過ごす中で、合唱をこよなく愛する仲間と出会

えたことは、私の大きな財産となりました。

　これからは合唱連盟の一員として、皆様とともに歌い

続けて行きたいと思っております。

　この場をお借りしまして、長い間の皆様方のご協力、

ご支援に深く感謝申し上げます。

　有り難うございました。

前副理事長　福田 美知子

退任挨拶
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　今年で第 38 回目となる全国でも類を見ないジュニ

ア合唱祭を、3 月 29 日 ( 木 )、戸塚の男女共同参画セ

ンター横浜にて開催致しました。横浜、相模原、平塚、

藤沢、川崎、南足柄の県下各地から 12 団体が出場し、

明るく伸びやかな瑞々しい歌声が広がりました。

　ジュニア合唱祭の特色は、午前中に合同合唱を含む

すべてのリハーサルを終え、本番は会場で全員で聴き

合うことです。歌うことと同様に、人の演奏を聴くと

いうことはとても大切なことです。会場はいつもの音

楽堂とは異なりましたが、小規模のホールの空間を一

緒に感じ合うことの出来た合唱祭となりました。３年

ぶりのジュニア単独での開催に向けて力強く支えて頂

きました県連理事の皆様の温かいお気持ちに心から感

謝申し上げます。

　さて、今回のジュニア合唱祭では、講師を理事長の

松村努先生にお願いをし、これからの活動の励みにな

る、12 団体それぞれへの温かいご講評をいただきま

した。そして、信長貴富先生の作品「未来へ」の合同

合唱のご指導、指揮もしていただきました。松村先生

の語られるお言葉一つ一つ、そして先生の見事な指揮

で子供たちの歌声のエネルギーはぐんぐん引き出さ

れ、魅力的で感動的な合同合唱となりました。

　オープニングの「そよ風は友だち」では、今年も作曲

者の吉田孝古麿先生が駆けつけて下さいました。

　各団の成長を参加者、指導者、保護者が、みんなで感

じ見つめ合う。お互いを思いやり、切磋琢磨することは

素晴らしい体験です。ジュニア合唱祭には原点である純

粋で清らかな思いがたくさん詰まっています。

　神奈川県の誇るジュニア合唱祭。未来の合唱人である、

次世代を担う子供達。これからも皆様で応援して頂けれ

ば幸いです。

第 38 回ジュニア合唱祭　統括（前副理事長）

藤原 規生

第 38回神奈川県ジュニア合唱祭

合同合唱 「未来へ」の講習

実行委員のみなさん全員合唱「朝の光に」
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　おかあさんコーラス初出場のブルーポロニアです。私達は

全員桐蔭学園『桐響会』の出身または掛け持ちメンバーです。

合唱団立ち上げが 2017 年 3 月でまだ日が浅いのですが、指

揮者の松村努先生からおかあさんコーラス出場命令 (？) が

下り、不安を抱えたままの練習が始まりました。3 月に合宿

も行い直前になってやっと突破口が見えてきて、お陰様で嬉

しいことに優良賞をいただけました。くじ運に恵まれて関東

大会進出も決まり、望外の喜びを団員一同噛みしめています。

皆さまこれからもどうぞ末永くよろしくお願い致します。

…

…

第41回全日本おかあさんコーラス神奈川県大会

　抜けるような晴天の中、「第 41回全日本おかあさんコー

ラス神奈川県大会」が 4 月21日（土）にやまと芸術文化ホー

ルで開催されました。今年は未加盟 1団体を含む 21団体

が参加、関東支部大会出場を目指し、お客さまの心に響く

演奏が披露されました。

　選考委員には、戸﨑文葉先生、古橋富士雄先生、松原

有奈先生をお迎えしました。

　昨年の全国大会に出場された桐蔭学園「桐響会」、　女

声合唱団「松
SHO

」の皆さんには、プログラムの最後に招待演

奏をしていただきました。

　今年度は県立音楽堂が改修工事のため、初めてやまと

芸術文化ホールを利用しましたが、スタッフや参加合唱

団のご協力のおかげで円滑に運営ができました。初めての

会場にもかかわらず、さっそうと誘導してくれた女子高生

達の姿がとても頼もしく、彼女たちが大人になって、おか

あさんコーラスに出演してくれるといいな、と期待が膨ら

みました。

　選考、抽選結果は以下の通りです。（出演順）

優秀賞  ……… 緑フラウエンコール

 コールミント

 ボカ・グランデ

 湘南はまゆう

 　　　　　　 女声合唱団コーラル・ベル

優良賞　 ……… ブルーポロニア（♪）

 　　　　　　 ラ・カンパネラ（♪）

 　　　　　　 アンサンブルＭＩＭＩ

 　　　　　　 まどかコーラス

 　　　　　　 フラウエンコア・ヴォンネ

 　　　　　　 コール・フォンティーヌ

ポイント賞 　　 マンマＳＴＰ

ほほえみ賞 　　 アンサンブルＭＩＭＩ　

　関東支部大会は、7 月7日（土）、8日（日）所沢市民

文化センター ミューズ〔埼玉県所沢市〕で行われ、優秀

賞 5 団体、優良賞から抽選の 2 団体（♪印）、ポイント賞、

ほほえみ賞の 9 団体が出場します。

　来年の第 42 回大会も、やまと芸術文化ホールで開催し

ます。皆さまのご参加をお待ちいたしております。

（実行委員長 山本 美千代）

選考委員の先生方 表彰式 実行委員のみなさん

実行委員＆スタッフインタビュー

＊何もかもが初めてとなり、下見の時から全員が不安でした。

集合から更衣、リハーサル、本番、更衣までの動線を考え、

皆で歩いて時間を計り、タイムテーブルを作ったものの、当日

はその時間通りで大丈夫かドキドキでした。無事進行してよ

かった！	 （実行委員）

＊スタッフの方からは、楽屋の割り振りやリハーサル室のピアノ

位置設定、更衣室担当の人数などご意見をいただきましたが、

皆さん笑顔で気持ちよく動いてくださって、とてもありがた

かったです。	 （実行委員）

＊当日は出演者の皆さんに気持ち良く演奏していただくことを一

番に考えました。	 （実行委員）

＊楽しくできて、とても勉強になりました。更衣室が3階だった

こと以外、リハーサルも本番も1階での移動なのは、出演者

の皆さまにとって良かったと思います。	 （誘導高校生女子）

初出場インタビュー
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2018年度神奈川県合唱連盟定時総会報告

　2018 年度神奈川県合唱連盟定時総会は、5月19

日（土）18：00 から、かながわ県民センター2 階ホー

ルにて開催されました。加盟総数 317 会員の内、出

席 152 会員、委任状 133 通の合計 285 会員の出席

により総会は成立しました。

　議長に富士通川崎合唱団の富士 秀さんが選出さ

れ、書記に鵠沼エコーの志賀寛子さんが任命されま

した。

　2017年度事業報告、同収支決算報告、及び同監

査報告が行われ、それぞれ承認されました。

　2018 年度は役員の改選時期に当たり、昨年12月

の臨時総会で理事 37名（継続 28 名、新任 9 名）、

および監事1名が選出されたこと、また、今年1月の

臨時理事会で、理事長に志澤 彰、副理事長に岩本

達明が選出され、また事務局長に岩渕正観、事務局

次長に草道祥子、渋谷直美が指名されたことが報告

されました。

　さらに理事としてジュニア部会から1名、および監

事1名が選出されました。

　今回退任されました松村前理事長、藤原、福田両

前副理事長、および理事・監事の皆様には、当連盟

におけるこれまでのご尽力に心より御礼申し上げます。

　なお、松村前理事長は当連盟の顧問に推戴され、

今後ともご指導・ご助言を仰ぐことになりました。

　続いて2018 年度事業計画（案）、同収支予算（案）

の審議が行われ承認されました。

　今年度は、県立音楽堂が改修工事のため、皆様に

は別会場での開催や会場費を一部ご負担いただくな

ど、例年以上にご理解ご協力をいただき、感謝申し

上げます。

　また、2018 年度の行事で例年と異なるものについ

ては、以下のとおりです。

◆ 第 53 回クリスマス音楽会「メサイア」演奏会

（県立音楽堂主催事業）

2018 年12月8日（土）

※今年度は土曜日の開催となります。

※会場は相模女子大学グリーンホールです。

◆ かながわユースコーラルフェスト2018

※ヴォーカルアンサンブルコンテストの日程との関

係で今年度は開催を見送り、今後に向けて開催

日程、内容等を多角的に見直します。

◆ 第 21回かながわヴォーカルアンサンブルコンテスト

2019 年1月20日（日）

※会場確保の関係で、1月開催となります。

※会場は杜のホールはしもとです。

◆ 神奈川県合唱フェスティバル

※県立音楽堂との共催事業であり、改修工事によ

り、今年度は開催を見送るとともに、今後に向

けて内容等を多角的に見直します。

　2018 年度が、新たな役員体制でスタートいたしま

した。神奈川県合唱連盟の事業をより活性化するた

め、皆様と一緒に取り組んでいきたいと思います。

（事務局長　岩渕 正観）

富士 秀議長志澤 彰理事長 久保田 正朝日新聞
横浜総局長

総会の様子
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氏名 乾 健太郎

所属合唱団 県立生田高校グリークラブ

パート 指揮者

趣味・特技 読書（史書）・旅行・映画鑑賞

抱負

はじめまして。「生田グリー」
顧問の乾です。皆様の役
に立てるよう、努力したい
と思います。どうぞよろしく
お願い申し上げます。

氏名 髙根 敏子

所属合唱団 アンサンブル・プラムベリー

パート アルト

趣味・特技 旅行／体力には自信あり

抱負

出会いの宝庫といわれる合唱
での旧交を温めつつ、また新
たな出会いを楽しみに、じっ
くり奉公させていただきます。

氏名 桒
くわばら

原 真
ま さ と

人

所属合唱団 横浜国立大学グリークラブ

パート バリトン

趣味・特技 カラオケ、レトロゲーム

抱負

神奈川県の合唱団の益々
のご発展のため、微力なが
ら尽力させて頂きたく思いま
す。よろしくお願い致します。

氏名 中原 勇希
所属合唱団 合唱団たまとも（他多数）

パート テノールからベースまで、指揮もします

趣味・特技
趣味：音楽鑑賞、観劇
特技：落語、じゅげむの「寿限
無の名前」を早口でしゃべること

抱負

合唱祭やコンクールでは舞台袖
にいることが多いかと思います。
出演団体の皆様を笑顔で送り出
していきますので舞台袖でお会い
できる時を楽しみにしております！

氏名 大塚 誠一

所属合唱団 相模原市少年少女合唱団

パート 指揮者

趣味・特技 読書、旅行、音楽

抱負
合唱大好きな子どもたちのた
めに。ずっと歌い続けていけ
る神奈川のために。がんばり
ます。よろしくお願いします。

氏名 佐藤 ひろみ

所属合唱団
県立横浜清陵高等学校
合唱部

パート 指揮者

趣味・特技 合唱、旅行

抱負
いろいろ勉強させていただ
きたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

氏名 南川 里保

所属合唱団 ゴンジリーズ

パート メゾソプラノ

趣味・特技 趣味は考古学 特技はピアノ？

抱負

自宅でピアノ教室を開いています。
歌が大好きで合唱は 20 年ほど続
けています。皆様に支えられて合
唱連盟の中で歌えていたのだな
と、改めて感謝いたします。頑張り
ますのでよろしくお願いいたします。

氏名 河崎 萌

所属合唱団 鎌倉女子大学合唱団

パート ソプラノ　学生指揮者

趣味・特技 ピアノ演奏、旅行

抱負

日々の活動を通して神奈
川県の合唱に活気が出
るように努めていきたい
です。

氏名 石井 琢

所属合唱団
合唱団 Lab、合唱団たま
とも、合唱団やえ山組

パート バス

趣味・特技 歩くこと、景色を眺めること

抱負
素敵な先輩方の想いをしっか
り受け継ぎながら、自分なりの
想いを混ぜ込んで、さらに若い
人たちに伝えていきたいです。

氏名 和田 智子

所属合唱団 来福寺合唱団「鹿の子」

パート 指揮者

趣味・特技 趣味：パソコンで作編曲
特技：エレクトーン

抱負

三浦半島の先端で、の～んびり歌って
います。テンポの速い理事会について
いくのは大変ですが、これまでお世話
になった御恩返しのつもりで務めさせて
いただきます。まだ緊張していますので、
どうぞ優しくよろしくお願いいたします。

2018〜2019年度新理事紹介
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　こんにちは。リンガリンガママです。「リンガリンガ」と

は上海語の「いいね！」の感嘆詞からきています。

　2007 年夏、横浜市青葉区の桂小学校のＰＴＡコーラスと

して発足。その後 2008 年 1月に、地域の方どなたでも参

加していただける合唱団を立ち上げました。

　ちょうど 10 周年を迎えた今年、新しいことにチャレン

ジしてみよう！ということで、神奈川県の合唱祭に出演す

ることになりました。

　おもな活動は、年 2，3 回高齢者施設への訪問演奏、

小中学校での地域のイベント出演、また 2019 年 2 月には

青葉区役所でのロビーコンサートが決まっています。

　童謡・唱歌や懐かしの歌謡曲からアニメソング、合唱曲

や外国曲、映画音楽など、いろいろな曲にチャレンジして

います。

　佐藤美和先生の関西弁トークと熱いご指導のもと、ハーモ

ニーと声の響きを大切にしながら、楽しく練習に励んでいます。

合唱団インテグラルズ

リンガリンガママ

　合唱団インテグラルズは、高校の合唱部を卒業したば

かりの男子達が、今年の 4 月、男声合唱のできる場所と

して作った団です。インテグラルは 完全体をなすのに不可

欠な という意味で、団名には一人一人がかけがえのないメ

ンバーとして、1つの音楽を作っていきたいという想いを

込めました。

　最初の目標として連盟コンクール出場を掲げ、連盟に加

盟させていただきました。大きな目標としては団の拡大と、

コンクールでの全国大会出場を掲げています。

　若い男子達からなる団員は、高校時代は競争相手でした

が、今は共に高めあう仲間となりました。練習後にファミレ

スで語り合うのが恒例となっています。

　以下、講師の今井さんからです。

　卒業したら男声合唱がやりたい！そんな嬉しい言葉から始

まりました。若さと勢いはあるかもしれませんが、まだま

だ若輩者で様々にご迷惑おかけするかと思います。諸先輩

方のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

◆ 練 習 日：水曜日（月３回）

◆ 練習場所：桂台コミュニティハウス（桂小学校内）

◆ URL：http://www.ringa2mama.info/

◆ e-mail：ringa2mama@gmail.com

〜はじめまして〜 県連新加盟団体
今年度、合唱連盟に加盟された合唱団の紹介コーナーです
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次回は松下 耕先生にお願いしました。

指揮者だからこそ味わえる・・・味わってしまうおもしろエピソードを

リレー形式で書いていただく人気のコーナー。今回は 古橋 富士雄 先生です。

リレーエッセイ No.21

指揮者の『ここだけの話』

　私が NHK 東京児童合唱団を連れて海外演奏旅行に

行った最初の国は、1977 年、ドイツ民主共和国（Deutsche 

Demokratische Republik）通称東ドイツ（DDR）でした。

国交が拓けて初めての招聘団体だったようです。それ

から東西ドイツが統一される 1990 年まで２年ごとに招

聘されました。よく故岩城宏之さんが語っておられた「音

楽家にとっては東西別れていた方が良かった」という言

葉は実感としてよくわかります。空港でも「指揮者」と

いうと荷物の重量オーバーも「ああ、スコアが入ってい

るのね」と許してくれる。アウトバーンでスピード違反

しても、運転手は私のポスターを見せて「この指揮者

が乗っている」というと「では急いでください」と許し

てくれるといった具合でした。

  ベルリンの空港に着いた我々は放送局のカメラが待ち

受ける中、タラップを降りました。冒頭言われたことは

「あなたたちは我が国でたくさん学んで帰ることでしょ

う」でした。放送局、新聞社のかこみインタビューを受

けるくらい我々の訪独が珍しかったのです。私はその時、

『日本はドイツの歴史には及びませんが、多くの作曲家

がたくさんの曲を創作し、その数はドイツに負けません、

そしてたくさんの合唱団が生まれています。それはブル

ガリアにも負けません。』と答えました。当時の合唱大

国はブルガリアと言われていました。 

  翌日から始まったコンサートは、連日翌日の朝刊に

その批評が載りました。ライプチヒでの「 Ave verum 

corpus= Mozart」の演奏では、「他国を思わせない素晴

らしい演奏」と評された反面、「どうして女性が多い合

唱団でこの曲を演奏したか」と評論家が会議をしたとか

…。つまりこの曲は教会で聖歌隊（ボーイソプラノ）が

歌うものだったのです。また、「ローレライ」の演奏で

は思いもかけない出来事がおこりました。準備をしなけ

ればならない曲が多かったこともあり、日本を出てから

久しぶりに演奏することになったこの日、メンバーも若

干の緊張がありました。歌い出すと２番後半位から歌詞

があやふやになり、メンバーは隣同士手を握っているで

はありませんか…。今にも止まってしまいそうなその歌

声に私も心配になりました。消え入るような演奏で最後

までいきつくと、会場は割れんばかりの拍手！なぜ！？  

翌日の新聞は当然厳しい批評を覚悟していたのですが、

なんとそこに書かれていたのは「岩山にたたずむ美し

い少女が船頭を魅惑し、舟が川の渦の中に飲み込まれ

てしまい、舟人が死んでしまう様子が見事に演奏され、

なんと素晴らしいローレライだったか…。」でした。

　次回は松下耕さんにお渡しします。

今は無き東独の思い
出
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8/5
（日）

県立湘南高校合唱部　湘南高校　夏の演奏会
14:00～　湘南高校　多目的ホール	 参加協力券：1,000円(一般)、500円(大学生)、高校生以下無料
お問合せ：岩本	0466-26-4151　　　　			
卒業生との演奏やゲスト唐澤	萌香、加藤	大聖、榮	萌果他によるオペラ「愛の妙薬」抜粋の演奏があります。

9/１
（土）

混声合唱団翆声会　第41回定期演奏会　　　
13:30～　ミューザ川崎シンフォニーホール	 入場料：1,000円（全自由席）取扱：ミューザ川崎シンフォニーホール・チケットぴあ
お問合せ：白鳥	shirayumi102@gmail.com		http://www9.plala.or.jp/suiseikai/			
Ariel	Quintana「Mass	From	Two	Worlds」	東混愛唱歌集「ローレライ」	立原	道造/詩	小林	秀雄/作曲「優しき歌」	

9/2
（日）

アンサンブル藤沢　第9回演奏会　　　
14:00～　栄区民文化センター　リリスホール	 入場料：1,000円（全自由席）　　　　
お問合せ：滝井	laurels.mail1012@gmail.com			
指揮：松村	努　NANCY	TELFER作曲　MISSA	BREVIS	より、20周年記念　TEFセレクション	

9/8
（土）

円混声合唱団　第6回定期演奏会　　　
14:30～　逗子文化プラザ　なぎさホール	 入場料：1,000円（全自由席）
お問合せ：増田	0466-26-7050　前田	045-786-2110
指揮：田中	登志生　ピアノ：伊藤	優里　アメリカンポップスと映画音楽　懐かしい曲満載のコンサートです。

9/23
（日・祝）

本牧　Ladies'Ensemble　第9回コンサート　　　
14:00～　横浜みなとみらいホール	小ホール	 入場料：無料（チケット必要）　　　　
お問合せ：西柳	045-351-9869	
指揮：土居	規子　ピアノ：平林	留貴子　パーカッション：篠崎	智　John	Rutter"Three	Birthday	Madrigals"
新美	徳英「５つのポップソング」より	他	

9/23
（日・祝）

混声合唱団小田原木曜会　創立50周年記念演奏会　　
14:00～　小田原市民会館	大ホール	 入場料：1,000円
お問合せ：田中	0465-74-5013		　
指揮：栗原	寛　ピアノ：河本	充代、村田	智佳子　髙田	三郎「心の四季」　相澤	直人「いのちの朝に」　他

9/24
（月・休）

逗子混声合唱団　25周年記念演奏会　　
14:00～　逗子文化プラザ　なぎさホール	 入場料：1,000円（全自由席）　　　　　
お問合せ：黒川	046-873-9814　　　
指揮：川上	久美子　ピアノ：原澤	真弓　ハイドン「ミサ	ブレヴィス」　佐藤	眞「旅」	宮崎	駿アニメ映画音楽集　他

10/12
（金）

コール高森　演奏会 2018  
14:30～　杜のホールはしもと	 入場料：1,000円
お問合せ：荒井	046-232-0043		chortakamori2014@gmail.com　　	
指揮：松村	努　寺嶋	陸也「月夜の木馬」	新実	徳英「3つのアヴェ・マリア」「花に寄せて」	青島	広志「日本の歌1・2」

10/13
（土）

横須賀女声合唱団　35周年記念第11回演奏会　　　　
14:30～　よこすか芸術劇場	大ホール	 入場料：1,500円　
お問合せ：桐ケ谷	照子	046-842-9462			
指揮：清水	敬一　ピアノ：池浦	真紀子　野田	暉行「湘南賛歌」池辺	晋一郎「一本のペンで」林	光「日本抒情歌曲集」

10/27
（土）

横浜YMCA混声合唱団　第57回定期演奏会　　
14:00～　横浜みなとみらいホール	小ホール	 入場料：1,000円　高校生以下500円（全自由席）
お問合せ：鈴木	新一	Tel/Fax	045-252-7703
指揮：望月	裕央、宍戸	純　ブラームス「ドイツレクイエムⅡ,Ⅳ」　大田	桜子	混声合唱とピアノのための
「歌はどこから」他

10/29
（月）

クール・コメール　第19回　コンサート“ｆ”　　　
14:00～　茅ヶ崎市民文化会館	小ホール	 入場料：1,000円　
お問合せ：明田	由佳	0467-82-3638	
指揮：吉田	孝古麿、斉藤	悦子　ピアノ：金子	雅代　無言歌の四季より、ブーケ・ド・シャンソンより愛の讃歌　他

カノンコンサートガイド
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神奈川県合唱連盟　情報誌「Ｋａｎｏ n（カノン）」 
編集・発行　神奈川県合唱連盟・カノン編集委員会

発行責任者　志澤 彰 　　　編集責任者：青山 道代

　神奈川県合唱連盟・事務局
　〒 231-0021
　横浜市中区日本大通 15　横浜朝日会館 4 階
　TEL：045-681-6033　　FAX：045-662-5119
　スタッフ常駐：平日 : 月火木金（休祝日を除く）12:00 ～ 16:00

　URL　http://kanagawakenren.la.coocan.jp/
　e-mail アドレス　kanagawakenren@nifty.com

編集後記：今年度から編集委員に新しいメンバーが加わりました。新鮮な気持ちでより充実した編集に取り組みた
いと思います。引き続きよろしくお願いいたします。	 （編集長　青山	道代）

 県連からのお知らせ ＜被災地の合唱活動復興のための義援金について＞
神奈川県合唱連盟では、2016 年の熊本地震により被害にあわれた皆様を支援するとともに、特に被災地の合唱活
動復興のための義援金の募集をいたします。お寄せいただきました義援金は、全日本合唱連盟の「被災地の合唱活
動復興のための義援金」に寄託します。皆様のあたたかいご協力をお願い申し上げます。

おかあさんコーラス神奈川県大会、第 27回コーラスワークショップ in 横浜での募金箱へのご寄付 31,100 円

【郵便振込】口座記号・番号：00200-8-100874　加入者名：神奈川県合唱連盟
※領収書の発行はできません。また義援金への募金は税法上の寄付控除の対象とはなりませんのでご注意下さい。

☆コンサートガイド掲載要綱☆

 ◆ 無料掲載：「コンサートガイド」県連加盟団体のコンサートのお知らせです。 
　 県連ホームページより申込み用紙をダウンロードしてご利用ください。

①合唱団名　②演奏会名称　③開催日時　④会場　⑤入場料等　⑥問合せ連絡先　⑦コメント（50字以内）の項目を記入の上、
メール、Faxまたは郵送にて編集部までお申し込み下さい。無料掲載は演奏会１件につき１回のみとなります。

 ◆ 有料掲載：1/8㌻￥2,500、1/4㌻￥5,000、1/2㌻￥10,000、1㌻￥20,000　（未加盟団体は倍額となります。） 
　 ご希望のサイズで版下原稿を作成してお送り下さい。お送りいただいたデータをそのまま掲載いたします。内容は基本的に自由で

すが、事務局が掲載にふさわしくないと判断したものにつきましてはお断りすることがあります。有料掲載と無料掲載の両方をご
希望の場合はそれぞれにお申し込み下さい。

カノン発行日 春号 4月10日 夏号 7月10日 秋号 10月10日 冬号 1月10日

原稿〆切 2月28日 5月31日 8月31日 11月30日

神奈川県合唱連盟の今後のイベント予定（2018年8月～2019年6月）
●第61回神奈川県合唱コンクール	 2018年 8月18日(土)・1９日(日) 相模女子大学グリーンホール
 (第7３回関東合唱コンクール神奈川県大会）

●第2４回ヴィサン《人生百歳》ジョイント・コーラスフェスティバル 11月 8日(木) 横浜みなとみらいホール（大）

●第5３回メサイア演奏会（主催:県立音楽堂、協力:神奈川県合唱連盟）12月 8日(土) 相模女子大学グリーンホール

●第21回かながわヴォーカルアンサンブルコンテスト	 2019年 1月20日(日) 杜のホールはしもと

●第３９回神奈川県ジュニア合唱祭　　  ３月予定 会場（未定）

●第４2回全日本おかあさんコーラス神奈川県大会　　  ４月20日(土) やまと芸術文化ホール

●201９年度定時総会　　　　　　　　　　　　　　　  5月予定 かながわ県民センターホール

●第62回神奈川県合唱祭(４日間)  6月 8日(土)・ ９日(日) 神奈川県立音楽堂

 6月22日(土)・2３日(日) 神奈川県立音楽堂

＊写真誤掲載のお詫び：カノン 101号「ユースコーラルフェスト 2018」ご報告記事に於きまして、講師の信長先生として別の方のお写真を掲載してしまいました。
信長先生始め関係各位の方々にご迷惑をお掛けいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。

kanon   2018.7

1010

◆ カノン102号　【5校】 ◆ カノン102号　【5校】


