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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　今年度から、神奈川県合唱連盟の理事長を務めさせ

て頂くことになりました、岩本達明です。どうぞ宜しくて頂くことになりました、岩本達明です。どうぞ宜しく

お願い致します。お願い致します。

　私は、今年の 3 月 31 日に定年退職し、4 月 1 日から　私は、今年の 3 月 31 日に定年退職し、4 月 1 日から

これまでと同じ湘南高校で、再任用職員として働いてこれまでと同じ湘南高校で、再任用職員として働いて

おります。教職にあったものが、この大きな県連を担うおります。教職にあったものが、この大きな県連を担う

ことは、県連を創設し神奈川を合唱王国にされた、横ことは、県連を創設し神奈川を合唱王国にされた、横

浜市立桜丘高校の村山拡也先生以来のことであります。浜市立桜丘高校の村山拡也先生以来のことであります。

今年、県連は創立 65年目になりますが、就任にあたって、今年、県連は創立 65年目になりますが、就任にあたって、

あらためて 40 周年記念誌を開いたところ、歴代県合唱あらためて 40 周年記念誌を開いたところ、歴代県合唱

連盟理事長の集い「神奈川の 40 年を語る」座談会のな連盟理事長の集い「神奈川の 40 年を語る」座談会のな

かで、「高校の先生が村山先生の後を追わないのは、先かで、「高校の先生が村山先生の後を追わないのは、先

生があまりにも偉大すぎたからか、岩本あたりに期待し生があまりにも偉大すぎたからか、岩本あたりに期待し

たい」と話されていることに、驚愕するとともに、身のたい」と話されていることに、驚愕するとともに、身の

引き締まる思いであります。引き締まる思いであります。

　合唱界はコロナ禍となり、とても苦しい 2 年間を過　合唱界はコロナ禍となり、とても苦しい 2 年間を過

ごしてきました。しかし、神奈川県合唱連盟はいろいろごしてきました。しかし、神奈川県合唱連盟はいろいろ

な工夫をおこない、リモート合唱コンクール開催、実現な工夫をおこない、リモート合唱コンクール開催、実現

はできませんでしたが映像とのコラボ演奏によるフェスはできませんでしたが映像とのコラボ演奏によるフェス

ティバル、音源参加と対面演奏のハイブリッド方式によティバル、音源参加と対面演奏のハイブリッド方式によ

るアンサンブル・コンテスト実施と、全て他県に先駆けるアンサンブル・コンテスト実施と、全て他県に先駆け

て取り組んできました。ハイブリッド方式は、関東大会て取り組んできました。ハイブリッド方式は、関東大会

においても、コロナ発症者や濃厚接触者が出たことによにおいても、コロナ発症者や濃厚接触者が出たことによ

り、急に参加できなくなってしまった団体の参加を補償り、急に参加できなくなってしまった団体の参加を補償

するため、実施されました。するため、実施されました。

実は、これらの新たな取り組実は、これらの新たな取り組

みによって、大きな赤字が出みによって、大きな赤字が出

るところを、最小限に食い止るところを、最小限に食い止

めることができたと思っておめることができたと思ってお

ります。しかし、県連の財政ります。しかし、県連の財政

がとても苦しいことには、変がとても苦しいことには、変

わりありません。わりありません。

　そのような中で、理事長という重責を担う事は、と　そのような中で、理事長という重責を担う事は、と

ても覚悟のいることでした。できることなら、お受けしても覚悟のいることでした。できることなら、お受けし

たくないという思いもありましたが、これまでお世話にたくないという思いもありましたが、これまでお世話に

なってきた県連を、この厳しい状況で投げ出すのはよくなってきた県連を、この厳しい状況で投げ出すのはよく

ないと考え、火の中に飛び込む思いで、引き受けることないと考え、火の中に飛び込む思いで、引き受けること

と致しました。と致しました。

　これからもまだまだ、いろいろな工夫をしながら、そ　これからもまだまだ、いろいろな工夫をしながら、そ

の時にできることを、柔軟な発想で取り組んでゆかなくの時にできることを、柔軟な発想で取り組んでゆかなく

てはならないと思います。そして、そのためには、会員てはならないと思います。そして、そのためには、会員

の皆様のご支援・ご協力なしには、ことは成し得ません。の皆様のご支援・ご協力なしには、ことは成し得ません。

　合唱の火を消さないよう、そして、世界が平和を取り　合唱の火を消さないよう、そして、世界が平和を取り

戻し、地球上の人々が笑顔で歌い交わす日がくることを戻し、地球上の人々が笑顔で歌い交わす日がくることを

願いつつ、声と力を合わせて、皆さんと精一杯取り組ん願いつつ、声と力を合わせて、皆さんと精一杯取り組ん

でまいりたいと思います。でまいりたいと思います。

神奈川県合唱連盟理事長　神奈川県合唱連盟理事長　岩 本  達 明  岩 本  達 明  
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第45回 全日本おかあさんコーラス神奈川県大会
全体講評

ご挨拶

　爽やかな快晴のもと、3年ぶりのリアル大会が、2022年　爽やかな快晴のもと、3年ぶりのリアル大会が、2022年

4 月 23 日（土）横浜市戸塚公会堂にて、選考委員に4 月 23 日（土）横浜市戸塚公会堂にて、選考委員に

早河明子先生、志澤彰先生、佐藤美紀子先生をお迎え早河明子先生、志澤彰先生、佐藤美紀子先生をお迎え

して開催されました。して開催されました。

　蔓延防止　蔓延防止等等重点措置期間での募集、その期間が明け重点措置期間での募集、その期間が明け

たのも開催 1ヶ月前という何とも厳しい条件で練習も思うよたのも開催 1ヶ月前という何とも厳しい条件で練習も思うよ

うにできていない団体もある中、16 団体 315 名の参加をうにできていない団体もある中、16 団体 315 名の参加を

得て、久々の有観客開催で、歌い手・聴き手の熱い思い得て、久々の有観客開催で、歌い手・聴き手の熱い思い

が伝わる活気ある大会となりました。が伝わる活気ある大会となりました。

　マスク歌唱にもだいぶ慣れ、そのマスクの色味も工夫す　マスク歌唱にもだいぶ慣れ、そのマスクの色味も工夫す

るなどして表現の一部に取り入れたり、振り付けで楽しまるなどして表現の一部に取り入れたり、振り付けで楽しま

せたり、どうやって身に纏っていらしたのか不明ですが、せたり、どうやって身に纏っていらしたのか不明ですが、

お揃いのいつもの衣装だったり？！…　皆さんの工夫にはお揃いのいつもの衣装だったり？！…　皆さんの工夫には

感服いたしました。感服いたしました。

　リハーサルや更衣も叶わず、客席からの登壇や降壇等、　リハーサルや更衣も叶わず、客席からの登壇や降壇等、

満足のいく準備ができない中での演奏となりましたが、満足のいく準備ができない中での演奏となりましたが、

日常が少しずつ近づいてきた手応えを確かに感じること日常が少しずつ近づいてきた手応えを確かに感じること

ができました。ウィズコロナでも元の生活を取り戻したい、ができました。ウィズコロナでも元の生活を取り戻したい、

仲間とずっと歌っていきたい！という強い思いは、不可能も仲間とずっと歌っていきたい！という強い思いは、不可能も

可能にできる…　そんな嬉しい予感を抱けた一日でした。可能にできる…　そんな嬉しい予感を抱けた一日でした。

　選考の結果、優秀賞 5 団体、優良賞から抽選で 3 団　選考の結果、優秀賞 5 団体、優良賞から抽選で 3 団

体、ポイント賞体、ポイント賞１団体１団体、ほほえみ賞１団体の計 10 団体が、、ほほえみ賞１団体の計 10 団体が、

7 月の静岡県三島市での関東支部大会へ推薦されました。7 月の静岡県三島市での関東支部大会へ推薦されました。

　来年はよりたくさんの団体が参加してくださる、そんな　来年はよりたくさんの団体が参加してくださる、そんな

期待も持てて、たくさんの皆様にお目にかかれるのがすで期待も持てて、たくさんの皆様にお目にかかれるのがすで

に楽しみです。県合唱連盟のイベントもこの大会を年度初に楽しみです。県合唱連盟のイベントもこの大会を年度初

めとして、皆様の思いを乗せて、今年は以前のように盛りめとして、皆様の思いを乗せて、今年は以前のように盛り

上がるに違いありません。上がるに違いありません。

おかあさんコーラス 実行委員長　髙根 敏子 おかあさんコーラス 実行委員長　髙根 敏子 

表彰式

第４５回 全日本おかあさんコーラス神奈川県大会 結果

選考 / 抽選結果は以下の通りです。（出演順）選考 / 抽選結果は以下の通りです。（出演順）
（＊は関東大会への推薦団体）（＊は関東大会への推薦団体）

優秀賞 女声合唱団「優秀賞 女声合唱団「松松
SHOSHO

」＊」＊

 ボカ・グランデ  ボカ・グランデ ＊＊

 ブルーポロニア  ブルーポロニア ＊＊

 湘南はまゆう  湘南はまゆう ＊＊

 ラ・カンパネラ  ラ・カンパネラ ＊＊

優良賞 コール高森 優良賞 コール高森 ＊＊

 あんさんぶる “ 風雅 ” あんさんぶる “ 風雅 ”

 高津市民合唱団  高津市民合唱団 ＊＊

 緑フラウエンコール 緑フラウエンコール

 アンサンブル MIMI  アンサンブル MIMI ＊＊

ポイント賞 フラウエンコア・ヴォンネ ポイント賞 フラウエンコア・ヴォンネ ＊＊

ほほえみ賞 鵠沼エコー ほほえみ賞 鵠沼エコー ＊＊
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第45回 全日本おかあさんコーラス神奈川県大会
全体講評

ご挨拶

指揮者・ソプラノ歌手　早河 明子 先生指揮者・ソプラノ歌手　早河 明子 先生

　素晴らしい演奏をありがとうございます。私も母親です　素晴らしい演奏をありがとうございます。私も母親です

ので、こどもたちを通しての横のつながりの大切さを経験ので、こどもたちを通しての横のつながりの大切さを経験

しています。合唱を通してのつながりも人生を豊かにするしています。合唱を通してのつながりも人生を豊かにする

貴重なものではないかと思いながら、楽しませていただき貴重なものではないかと思いながら、楽しませていただき

ました。ました。

　このホールは皆さまもきっと少しデッドだと思われたで　このホールは皆さまもきっと少しデッドだと思われたで

しょうが、どんな会場でもまず自分の声の響きを確認して、しょうが、どんな会場でもまず自分の声の響きを確認して、

瞬時に適応することが必要です。瞬時に適応することが必要です。

　合唱の時、声は会場に向かって遠くに、指揮者をじっ　合唱の時、声は会場に向かって遠くに、指揮者をじっ

と見るのではなく、アンテナを張って指揮者の意図をキャッと見るのではなく、アンテナを張って指揮者の意図をキャッ

チすることも大切ですね。チすることも大切ですね。

　「音楽のある人生はお得」です。音楽や人とのいろいろ　「音楽のある人生はお得」です。音楽や人とのいろいろ

な出会いがあります。な出会いがあります。

　音楽を突き詰めることは自分に向きあうこと、それを仲　音楽を突き詰めることは自分に向きあうこと、それを仲

間と共有できることは素晴らしいことです。間と共有できることは素晴らしいことです。

おかあさんコーラス実行委員の皆さん

＊ ラ・カンパネラ
今は通常通りの練習ができています。今は通常通りの練習ができています。

この会場は響きがあまりなくて、歌いこの会場は響きがあまりなくて、歌い

づらかったですが、づらかったですが、リアル演奏するこリアル演奏するこ

とができたことは良かったです。とができたことは良かったです。

＊ 女声合唱団「松
SHO

」
これまで練習は通常通りにやってきましこれまで練習は通常通りにやってきまし

た。久しぶりにリアルで演奏することがでた。久しぶりにリアルで演奏することがで

きて良かったですが、会場は歌いづらさきて良かったですが、会場は歌いづらさ

を感じ、やはり音楽堂が良かったと思いを感じ、やはり音楽堂が良かったと思い

ました。ました。

＊ ボカ・グランデ
開催していただいてうれしかったです。歌開催していただいてうれしかったです。歌

えることが何よりで、練習してきたことをえることが何よりで、練習してきたことを

発表できて良かったです。発表できて良かったです。

＊ 湘南はまゆう
やっぱりステージは楽しかったです！前列やっぱりステージは楽しかったです！前列

両端のひとは歌いづらかったようですが、両端のひとは歌いづらかったようですが、

練習の成果は出せたと思います。練習の成果は出せたと思います。

参加団体インタビュー

朝日新聞横浜総局長　円満 亮太 氏朝日新聞横浜総局長　円満 亮太 氏

　これまで、合唱を聴くという機会はあまりありませんでし　これまで、合唱を聴くという機会はあまりありませんでし

たが、本日は皆さんの歌声を聴いてウルウルする場面もあたが、本日は皆さんの歌声を聴いてウルウルする場面もあ

りました。まだ大変な状況ですが、これからも歌い続けてりました。まだ大変な状況ですが、これからも歌い続けて

いただきたいと思います。いただきたいと思います。

神奈川県合唱連盟理事長　岩本 達明神奈川県合唱連盟理事長　岩本 達明

　対面で開催できたことをたいへん嬉しく思っています。　対面で開催できたことをたいへん嬉しく思っています。

一昨年は中止、昨年は「オンラインフェスティバル」として、一昨年は中止、昨年は「オンラインフェスティバル」として、

収録配信の形での実施でした。収録配信の形での実施でした。

　今年度は皆さんのリアルな声、演奏を聴いてとても癒さ　今年度は皆さんのリアルな声、演奏を聴いてとても癒さ

れました。れました。

　これからも県連の行事にどんどん参加してほしいと思　これからも県連の行事にどんどん参加してほしいと思

います。います。
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第40回 神奈川県ジュニア合唱祭第40回 神奈川県ジュニア合唱祭

　3 月 27 日（日）関内ホールで、第 40 回という節目　3 月 27 日（日）関内ホールで、第 40 回という節目

のイベントでもある神奈川県ジュニア合唱祭を 3 年ぶのイベントでもある神奈川県ジュニア合唱祭を 3 年ぶ

りに開催することができました。りに開催することができました。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、多くの　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、多くの

合唱団の活動の機会がなくなってきています。ジュニ合唱団の活動の機会がなくなってきています。ジュニ

ア合唱祭は子どもたちを守る観点からも慎重に準備をア合唱祭は子どもたちを守る観点からも慎重に準備を

行い、これまで 2 度の延期を判断してきました。行い、これまで 2 度の延期を判断してきました。

　今回もジュニア合唱祭の特徴でもある「歌の仲間と　今回もジュニア合唱祭の特徴でもある「歌の仲間と

の交流」を深めていきたかったのですが、様々な制約の交流」を深めていきたかったのですが、様々な制約

もあり、開催の是非をも含めて、話し合いを進めてきもあり、開催の是非をも含めて、話し合いを進めてき

ました。開催当初から参加しているいくつかの団体がました。開催当初から参加しているいくつかの団体が

残念ながら辞退したり、連盟から離れざるを得なかっ残念ながら辞退したり、連盟から離れざるを得なかっ

たりしましたが、初めて参加する団体もあり、8 団体たりしましたが、初めて参加する団体もあり、8 団体

9 グループで無事に開催することができました。9 グループで無事に開催することができました。

　オープニングはジュニア合唱祭のテーマ曲とも言え　オープニングはジュニア合唱祭のテーマ曲とも言え

る「そよ風は友だち」。今年も作曲者の吉田孝古麿先る「そよ風は友だち」。今年も作曲者の吉田孝古麿先

生にお越しいただいた中、団体代表数名ずつ 20 名程生にお越しいただいた中、団体代表数名ずつ 20 名程

の合同演奏の歌声がホールいっぱいに響き渡りました。の合同演奏の歌声がホールいっぱいに響き渡りました。

ジュニア合唱祭が帰ってきた瞬間でした。客席からはジュニア合唱祭が帰ってきた瞬間でした。客席からは

声を出せない状況でしたが、会場の一人一人が心の中声を出せない状況でしたが、会場の一人一人が心の中

で素敵なハーモニーを作ることがでで素敵なハーモニーを作ることがで

きたと思います。また、最後にサプきたと思います。また、最後にサプ

ライズで企画した “ 先生コーラス ”ライズで企画した “ 先生コーラス ”

も子どもたちの笑顔とともに楽しくも子どもたちの笑顔とともに楽しく

感動的なフィナーレを作り出すこと感動的なフィナーレを作り出すこと

ができました。ができました。

　実行委員長を務めさせていただき　実行委員長を務めさせていただき

ながら、2 度の延期をすることになながら、2 度の延期をすることにな

り、残念な思いをしてきましたが、り、残念な思いをしてきましたが、

今回、やっと県内のジュニアが集ま今回、やっと県内のジュニアが集ま

り、心を合わせることができました。り、心を合わせることができました。

私自身も小学校の時に少年少女合唱団の一員として私自身も小学校の時に少年少女合唱団の一員として

歌の楽しさを味わい、合唱への想いを膨らませてき歌の楽しさを味わい、合唱への想いを膨らませてき

ました。次世代を担う神奈川の子どもたちが少しでました。次世代を担う神奈川の子どもたちが少しで

も音楽に興味を持ち、歌い続けてくれるように、ジュも音楽に興味を持ち、歌い続けてくれるように、ジュ

ニア合唱祭の役割を再認識した一日でした。ニア合唱祭の役割を再認識した一日でした。

　最後に、開催に向けて、各団の指導者の先生方をは　最後に、開催に向けて、各団の指導者の先生方をは

じめ、多方面の方々に助けていただきました。ご協力じめ、多方面の方々に助けていただきました。ご協力

ご対応をしていただきました皆さまにお礼申し上げまご対応をしていただきました皆さまにお礼申し上げま

す。ありがとうございました。す。ありがとうございました。

ジュニア合唱祭実行委員長　大塚 誠一ジュニア合唱祭実行委員長　大塚 誠一

ジュニア合唱祭実行委員の皆さん
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2022年度神奈川県合唱連盟 定時総会報告

氏名：大貫 知実

所属合唱団：県立生田高校グリークラブ

パート：アルト

趣味・特技：
読書・餃子作り

抱負：お役に立てるよう
精進して参りますので、
よろしくお願い致します。

氏名：原田 瑛莉子

所属合唱団：横浜市立緑が丘中学校合唱部

パート：メゾソプラノ

趣味・特技：
リコーダー

抱負：神奈川県の中学
校の合唱を盛り上げて
いきたいです。よろしく
お願いいたします。

氏名：門田 宗一郎

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：
よく通る大きな声が
自慢です

抱負：
Gree Great Again ！

新理事紹介

第40回 神奈川県ジュニア合唱祭
2022 年度神奈川県合唱連盟定時総会は、5月21日（土）

18：00 から、かながわ労働プラザ多目的ホールにて開催さ

れました。加盟総数 262 会員の内、出席 64 会員、委任状

155 会員の合計 219 会員の出席により総会は成立しました。

議長にマルベリー・メールクワイアの古性武志氏が選出さ

れ、書記に湘南はまゆうの青山道代さんが選任されました。

2021 年度事

業報告、同収支

決 算 報 告、及

び同監査報告

が行われました。

質疑 応 答は

特に無く、2021

年度事業報告、収支決算報告、監査報告については、それ

ぞれ承認されました。

続いて、2022 ～ 2023 年度の理事・監事の改選報告と

して、2021 年 12 月の臨時総会において、理事 33 名および

監事 2 名が選出され承認されたこと、および 2022 年 1 月の

臨時理事会において、理事長・副理事長の選出、および事

務局長・事務局次長の指名が行われたことが報告されました。

続いて 2022 年度事業計画（案）、同収支予算（案）の

審議が行われました。

質疑応答として、第 65 回神奈川県合唱祭における講評

カードについて確認の問い合わせがありました。

2022 年度事業計画（案）、同収支予算（案）については、

それぞれ承認されました。

2022 年度が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、みなさまと一緒に取り組んで

参りたいと思います。

神奈川県合唱連盟 事務局長　岩渕 正観

理事長退任にあたりご支援くださった皆様方に御礼の挨理事長退任にあたりご支援くださった皆様方に御礼の挨

拶を申し上げます。拶を申し上げます。

2018 年 4 月からの1 期目は皆様の御協力のお陰で一応2018 年 4 月からの1 期目は皆様の御協力のお陰で一応

無難に務められたのではないでしょうか。2 期目のこの 2 年無難に務められたのではないでしょうか。2 期目のこの 2 年

間はコロナ対応に終始していました。県連の各イヴェントに間はコロナ対応に終始していました。県連の各イヴェントに

依頼していた審査員や講師の先生方に、イヴェントの中止依頼していた審査員や講師の先生方に、イヴェントの中止

や延期の再依頼を繰り返していました。しかし、県連三役や延期の再依頼を繰り返していました。しかし、県連三役

の方を始め、各実行委員の方々が様々な工夫をし、イヴェの方を始め、各実行委員の方々が様々な工夫をし、イヴェ

ントを中止せず、如何に方法を変えながらも開催するかをントを中止せず、如何に方法を変えながらも開催するかを

工夫してきました。それは全国に誇れる内容です。工夫してきました。それは全国に誇れる内容です。

4 年前、理事長就任時に県連業務の IT 化を進める必4 年前、理事長就任時に県連業務の IT 化を進める必

要があるという事を申し上げましたが、殆ど進められません要があるという事を申し上げましたが、殆ど進められません

でした。しかし、コロナ禍の影響で、少しですが、進めざるでした。しかし、コロナ禍の影響で、少しですが、進めざる

をえなかったのは災い転じて…です。このまま更に進められをえなかったのは災い転じて…です。このまま更に進められ

る事を願っています。る事を願っています。

合唱界はまだ厳しい状況下ですが、各イヴェントの申し込合唱界はまだ厳しい状況下ですが、各イヴェントの申し込

み状況等から改善の兆しが見えて来たと思われます。このまみ状況等から改善の兆しが見えて来たと思われます。このま

まコロナの終息と、県連のさらなる発展を願っています。まコロナの終息と、県連のさらなる発展を願っています。

前理事長　志澤 彰前理事長　志澤 彰

退任挨拶
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次回は黒川 和伸 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 吉田 宏先生です。

リレーエッセイ No.37リレーエッセイ No.37

指揮者の『ここだけの話』指揮者の『ここだけの話』

スポットライトの当たる舞台の上、指揮者用の譜面

台の前。私が合唱団に向かい腕を上げると、しばしば

音が鳴り出す。客席から。

合唱指揮者・声楽家の吉田宏と申します。主に東京

や千葉で合唱団の指揮・指導をしております。いつも

一緒に音楽をするのは、高校生から 80 代後半まで！

日々たくさんの人と合唱をし、舞台に立ちます。その

演奏会の客席には、メンバーのご家族、友人、同僚、

ご近所さんから行きつけの居酒屋の店員さんまで、あ

りがたいことに色々な方々とホールでの時間を共有し

ます。

そんな演奏会での一幕。指揮をする私が演奏を始

めるべく腕を上げると…『ピコン！』。演奏前、音が

出るその瞬間に客席から音がよく鳴るのです。そう、

客席の音もまた舞台によく聴こえるのです。指揮者は

客席に近いので尚更。

わかっています。わざとそんな音を立ててる人はい

ない。みんな楽しみに聴きに来てくださっています。

でもせっかくの機会なので言わせてください。結構響

いてます（笑）。

お孫さんの晴れ舞台、嬉しいですよね、お孫さんが

見つかってよかった。

意外と乾燥してますよね、カバンの奥の袋に飴ちゃ

んあってよかった、鈴をつけたファスナーまで閉めま

したね。

生理現象は仕方ないですが、演奏会は演奏者と観

客で作るもの。携帯は音を出ないように、やり方をご

家族に前もって聞いておきましょう。おしゃべりは拍

手中。飴の袋はちょっとずつではなく一気に開けて

曲が終わるまで持っていませんか。袋からよく冷えた

コーラを出すのはやめましょう、ホール内は基本飲食

厳禁ですね（実話）。

きっとこれを読んでくださる方は、『当たり前よ！』

とお思いでしょう。なので是非、ご家族やご友人にこ

れをそれとな〜く読んでもらいましょう。言いにくい

ことを見ず知らずの私が代わりに言いました。（これ

書いたら意味ないですね 笑）

そしてぜひ、復活しつつある演奏会に足を運び、もっ

ともっと合唱を、音楽を楽しみましょう！！

私が腕を上にあげると
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県連から の お知らせ

第77回 関東合唱コンクール
（第75回全日本合唱コンクール関東支部大会）

　
今年度は、関東合唱コンクールの大学・職場・一般部門を神奈川県の主管で行います。
関東各県の県大会から選ばれてきた合唱団の生の歌声を、身近に聞くことができるチャンスです。
ぜひご来場ください！詳細は県連HPに掲載いたします。

◆ 日　程：2022 年 10 月 9 日（日）　　◆ 会場：相模女子大学グリーンホール

◆ 審査員：相澤直人（作曲家）　雨森文也（指揮者）　菅野正美（指揮者）
鈴木茂明（指揮者）　本山秀毅（指揮者）

　

2023 こどもコーラス・フェスティバル in 茅ヶ崎
（第35回少年少女合唱祭全国大会/第41回神奈川県ジュニア合唱祭）

　　
全日本合唱連盟のイベント、こどもコーラス・フェスティバルが茅ヶ崎で開催されます！
ジュニア単独の合唱祭の開催は全国でも数少ない中、神奈川県は40年の歴史を持っています。
今回は全日本と神奈川のジュニア合唱祭とのコラボレーションが実現することになりました。
神奈川で歌い継がれてきた吉田孝古麿先生のテーマソングや、交流のイベントなどを盛り込みなが
ら楽しい企画が計画されています。詳細は追ってHPに掲載されます。ジュニア合唱団の皆さまは奮っ
てご参加ください。こどもたちの澄んだ歌声、元気いっぱいのパフォーマンスをどうぞお楽しみに！！

◆ 日程：2023 年 3 月 25 日（土）　◆ 会場：茅ヶ崎市民文化会館　　◆ 講師：2 名（予定）

カノンコンサートガイド
9/11
（日）

湘南市民コール　第 65 回定期演奏会
14：00 ～　藤沢市民会館 大ホール 入場料：1,500 円（高校生以下 500 円）全席自由
お問合せ：https://sound.jp/shonan-shimin-chor/　
詳細はホームページをご覧ください。「湘南市民コール」で検索！　

10/8
（土）

女声合唱団藍の会　女声合唱団藍の会演奏会 2022　
14：00 ～　藤沢市民会館 大ホール 入場料：1,000 円（全席自由）
お問合せ：森 一子 090-4029-2181
2 年前開催予定の演奏会をコロナ禍で断念し、7 年ぶりです。沢山の方に聴いていただけますように願っています。

10/30
（日）

混声合唱団翠声会　第 44 回定期演奏会　
14：00 ～　めぐろパーシモンホール 入場料：1,000 円
お問合せ：白鳥  e-mail：shirayumi102@gmail.com

「GLORIA」Vivaldi 作曲、「終わりのない歌」上田 真樹作曲　他
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神奈川県合唱連盟　情報誌「Ｋａｎｏn 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　岩本 達明 　　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

☆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。〆切り厳守でお願いします。

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

編集後記：リアル開催のイベントが少しずつ増えてきました。お客様を前にステージで歌える喜び、生の歌声を聴くことができる
嬉しさは、やはり格別ですね！いろいろな苦労を乗り越えて活動を続けてきた合唱団の皆さんがのびのびと歌える日が、早く戻っ
てきますように！ （編集長　青山 道代）

神奈川県合唱連盟の今後のイベント予定 （2022年8月～2023年6月）

●第65回神奈川県合唱コンクール
　（第77回関東合唱コンクール神奈川県大会）

　8月20日（土）・21日（日） 神奈川県立音楽堂

●第77回関東合唱コンクール（大学職場一般部門） 10月　9日（日） 相模女子大学グリーンホール

●第28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22日（火） 横浜みなとみらいホール　大ホール

●第55回メサイア演奏会（主催：県立音楽堂） 12月11日（日） 神奈川県立音楽堂

●かながわユース・コーラルフェスト 2022 12月18日（日） 清泉女学院講堂

●第25回かながわヴォーカルアンサンブルコンテスト 2023年　1月21日（土）・22日（日） 神奈川県立音楽堂

●第45回神奈川県合唱フェスティバル 　2月　5日（日） 神奈川県立音楽堂

●第35回2023こどもコーラスフェスティバル in 茅ヶ崎
　（第35回少年少女合唱祭全国大会／第41回神奈川県ジュニア合唱祭）

　3月25日（土） 茅ヶ崎市民文化会館

●第46回全日本おかあさんコーラス神奈川県大会 　4月22日（土） 神奈川県立音楽堂

●第66回神奈川県合唱祭（4日間） 　6月10日（土）・11日（日） 神奈川県立音楽堂

　6月24日（土）・25日（日） 神奈川県立音楽堂
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