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　4 月に入っても寒い日が続いていた 4 月 18 日、神奈

川県立音楽堂共催で「第 38 回全日本おかあさんコーラ

ス神奈川県大会」が開催されました。

　当日は、晴天に恵まれ、とても暖かい気持ちの良い 1

日になりました。

　未加盟団体 1 団体を含め 25 団体が参加し、日頃の練

習の成果を発表していただきました。

　各団共に工夫がみられ、いろいろなコスチュームがあり、

パフォーマンスありのとても楽しい大会になりました。

　3 年前に新設された「ポイント賞」「ほほえみ賞」も徐々

に浸透し、「成績発表」の時には会場全体が興奮に包ま

れました。

　神奈川県大会への出場団体が増えることにより、「関

東支部大会」への推薦数が増えますので、来年はたくさ

んの団体の参加をお待ちしています。

優   秀   賞

桐蔭学園「桐響会」、ビナ・フィオーレ

女声合唱団「松
SHO

」、緑フラウエンコール

湘南はまゆう

優   良   賞

ママ・マルベリー、＊アンサンブル MIMI

逗子女声合唱団、＊ラ・カンパネラ

コールミント、＊あんさんぶる“風雅”

フラウエンコア・ヴォンネ

ポイント賞

女声合唱団グリーンハーモニー

ほほえみ賞

逗子女声合唱団

　関東大会には、優秀賞の湘南はまゆうがあらかじめ

出場を辞退されていたため、優秀賞４団体と優良賞か

ら抽選の３団体（＊印）、ポイント賞、ほほえみ賞の９

団体が出場します。　　　　（実行委員長　福島雅子）

第 38回全日本おかあさんコーラス
神奈川県大会

グリーンベル女声合唱団

　今まで県連には未加盟でしたが、団としての活動は

38 年になります。地域での合唱祭、東京の合唱祭、

ボランティア活動、北とぴあ出演などありますが、選

考のある大会に出場したのは初めてなので、今日は少々

緊張しました。

　4 月には県連にも加盟しましたので、6月の合唱祭に

も参加する予定です。よろしくお願いします。

コーロ・しるふれい

　今年 20 周年を迎える記念に、初めてこの大会に出

場しました。私たちは足柄上郡の松田町が拠点で、こ

れまで音楽堂おかあさんコーラスには参加したことは

ありますが、横浜までの距離もあって、県の合唱連盟

には未加盟です。杉山先生ご夫妻にお世話になってい

て、今後県連への加盟も考えようと思います。

実行委員のみなさん

選考委員の先生方

今回初めて出場された団に聞きました。
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　3 月 29 日 ( 日 )、第 37 回神奈川県ジュニア合唱祭

が県立音楽堂にて開催されました。

　今年も横浜、相模原、平塚、藤沢、川崎、南足柄

の県下各地から 11 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。ましてや、

それが同世代の演奏であれば、子供達にとっても、

とても刺激的なことだと思います。

　子供達は、そのまっすぐな思いを、1 人３枚ずつ、

メッセージカードにしたためます。さながら講師の

先生のコメントのように、温かく、優しく、的確に。

微笑ましい限りです。

　さて、今回のジュニア合唱祭には、講師に作曲家

の信長 貴富先生をお招きしました。

　これまでにも作曲家の先生を講師にお招きした際

には、合同合唱曲はその先生の作品を取り上げてき

ました。今回も信長先生とご相談し、先生の数多い

作品の中から「リフレイン」より「遠く」「リフレイ

ン」の 2 曲を選択して頂き、各団で練習を重ね、当

日を迎えました。とても嬉しいことに、信長先生自

らの指揮で、の演奏となりました。かねてよりこの

曲集には先生の思い入れが大変深いと伺っておりま

した。当日は午前中に信長先生からのご指導を直接

受け、お言葉をいただき、本番に臨みました。信長

先生の思い描く音の世界に子供達がどんどん引き込

まれ、一体感のある演奏となりました。

　オープニングは信長先生作曲、連盟歌「朝の光に」。

子供達は信長先生ご自身の前で、高らかに歌い上げ

ました。

　2 部の幕開けの合同合唱は「そよ風は友だち」。会

場には、今年も作曲の吉田 孝古麿先生が駆けつけて

下さいました。

　たくさんの方の思いが寄せられ、見守られながら、

子供達は充実した時間を過ごすことが出来たのではな

いかと思います。

　横浜市立港南中学校の皆さんがジュニア合唱祭に初

参加してくださったことも大きな喜びでした。若い感

性で爽やかに少人数で大変息の合った美しいア・カペ

ラ「グリーンピースのうた」と「旅愁」の 2 曲を披露

してくださいました。

　ジュニア合唱祭では各団の単独ステージのみでな

く、2 団体合同によるソングブリッジステージを設け

ておりますが、今年は、平塚少年少女合唱団＆南足柄

ジュニア・コーラス、ゆりがおか児童合唱団＆ほどが

や少年少女合唱団の組み合わせで行われました。

　事前にお互いの合唱団の練習場を訪ね、練習を重ね

ていく中で、合唱を通しての心の交流が広がることは

素晴らしいことです。

　毎年毎年の各団の成長を参加者、指導者、保護者が、

合唱団の垣根を越えて、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。ジュニア合唱祭

には原点である純粋で清らかな思いが詰まっていま

す。

　神奈川県の誇るジュニア合唱祭。来年は 2 月 11 日！

　これまで様々なテーマを掲げ合唱の輪を広げてき

た神奈川県合唱フェスティバルの中で、「ジュニアの

祭典」として、更なる発展を目指します。

　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。

 神奈川県合唱連盟副理事長

ジュニア合唱祭実行委員長

藤原 規生

ジュニアの合唱団がこれほど多

いのは全国でも他になく、神奈

川のみの催しで、素晴らしいこ

とです。自分の最初の合唱の思

い出は小学校のとき。いい出会

いになるような作品を作りたい

と思っています。

第 37回神奈川県ジュニア合唱祭

講師の信長先生

信長先生指揮による合同合唱
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2015年度（平成27年度）神奈川県合唱連盟総会報告
　2015 年度神奈川県合唱連盟総会は、4 月 12 日（日）

13 時 40 分より、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 310 会員の内、出席 216 会員、委任状 82

通の合計 298 会員の出席により総会は成立しました。

　松村理事長の開会の挨拶に始まり、来賓として当

連盟相談役の朝日新聞横浜総局長平井 公氏にもご挨

拶をいただきました。

　議長には日立戸塚合唱団の髙橋 満氏が選出され､ 書記にはコール

ミントの青木 千佳代さんが任命されました。

　2014 年度事業報告、同収支決算報告、および同監査報告が行われ、

事業報告、会計報告が承認されました。

　続いて 2015 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、例年 3 月に開催されているジュニア

合唱祭が、2 月 11 日の合唱フェスティバル～ジュニアの祭典～に発

展的に統合されることになりました。また関東合唱コンクール（中

学校・高等学校部門）が神奈川県連主管で 9 月 19 日（土）20 日（日）

に相模女子大学グリーンホールで開催されるため、積極的な参加と

運営面での協力の要請がありました。

　今年度も会員のみなさまとともに魅力ある合唱連盟の活動を創り

あげていくため、ご協力をお願いいたします。（事務局長 岩渕 正観）

審議の様子

平井 公  朝日新聞横浜総局長議長　高橋 満さん

新規加盟合唱団紹介

氏名 越川　愛

所属合唱団 鎌倉女子大学合唱団

パート ソプラノ

趣味・特技
歌うこと、ピアノを弾くこと、
絵を描くこと

抱負
若輩者ですが、精一杯
頑張りたいと思います

氏名 清水 一輝

所属合唱団
横浜国立大学
グリークラブ

パート トップテナー

趣味・特技 アニメ鑑賞

抱負
若さを活かして頑張って
いきます！

金沢少年少女合唱団のおかあさん～　子どもたちはほぼ毎週のように何かのス

テージに乗っていますが、引率は来られる人でしています。団員もおかあさ

んたちも、もう少し数が増えてくれると嬉しいですね。

指導者の平井保先生～　親御さんたちの力は大変大きく、心強いです。

まず、練習に出してくれることがありがたい。大きい子が小さい子

の指導をしてくれ、卒団生の合唱団もできて継続していくことにや

りがいを感じています。

　作曲家の寺嶋陸也先生が聴

きにいらしていました。お嬢さ

んが Enjoy！KIDS Choir で

歌っているとのこと。ご自身

も子どもの頃、相模原少年少

女合唱団に所属していたそう

です。神奈川にご縁があるの

ですね。

2015 年度新理事紹介

引率のおかあさんに聞きました。
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　夏の合唱祭、合唱イベント真っ盛り。夏から秋へのコンクール準備をされている合唱団もたくさんい

らっしゃいますね。皆様の活動を心から応援させていただきます。

　皆様、日々の合唱 LIFE を満喫していらっしゃいますか。前号のカノン巻頭で、自分自身の楽譜を持

つことの意義について触れさせていただきました。主体的に能動的に楽譜を勉強、研究することは皆

様の知的財産を膨らませ、それは文化の継承と申し上げました。

　春のジュニア合唱祭で、私の指導する藤沢ジュニア・コーラスのメンバーの高校生たちが、嬉しそう

に私に報告しました。その日の合同合唱曲 2 曲が掲載される楽譜に、当日の講師、信長貴富先生から

サインをいただき、「どこの合唱団？頑張って」と言っていただいた、と得意満面の笑みで誇らしく語っ

てくれました。あるメンバーは巻末の歌詞カードで、当日歌わない曲の歌詞に大変興味を示してました。

子供達でもいろいろな発見を一冊の楽譜から見出しています。

　志澤 彰先生が指揮される平塚少年少女合唱団では、せっかく楽譜をみんなで購入し信長先生のもと

で歌えたので、合同合唱の 2 曲を含む全曲を次回の演奏会のプログラムで、と張り切っていらっしゃい

ます。

　楽譜は財産。大人たちがいろいろな理由をつけて購入せずコピーのみに頼っているのは、マナー違反。

選曲をじっくりするところから、良い音楽体験は始まります。近年、楽譜の値上がり傾向も否めませんが、

輸入版のピースなどにも手頃な価格のものもあります。たくさんの情報の中から、演奏効果、技術アップ、

経済的にも、よく吟味し楽譜選びをしましょう。

　楽譜の値段には、作詩者、作曲者、出版社に関わる権利料が含まれています。

　さて、皆様、楽譜の権利以外に著作権は何種類かあります。演奏会をするときに申請する演奏著作権。

皆様がカラオケに行って気持ちよく無意識に歌った曲にも当然、著作権があり、支払われています。

　それから、演奏会で歌詞カードを挟む、またはプログラムに歌詞カードや楽譜を掲載する、これも

著作権登録が必要で、許諾された番号を明記しなければなりません。枚数や分量によって値段は変わ

りますが、法外な値段ではありません。演奏会を楽しく企画する時にも、皆様、手抜かりのないよう

にお互いに気をつけましょうね。

　また、ミュージカルやオペラ、演劇などを上演する場

合には、上演権という権利もあります。知らない、知らな

かった、ではなく、一つ一つ勉強して、演奏に取り組むこ

とは、演奏家のマナーです。合唱団員は舞台に上がる以上、

ブロもアマチュアもなく、お一人お一人が素晴らしい演奏

家であると私はいつも思います。作品を生み出した方への

感謝がなければ、良い演奏にはなりません。豊かな合唱

LIFE をもっと高め合いましょう。

神奈川県合唱連盟副理事長　藤原 規生　　　

豊かな合唱 LIFEを高め合うために
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次回は福田  美知子先生にお願いしました。

第38回合唱フェスティバル
～取材合戦を取材しました～

　皆さんは挨拶されたけれど、誰だっ

け？って事ありませんか？私は道で「い

つもお世話になってありがとうございま

す」と話しかけられたとき、誰？どこの

人？となることがしばしばです。たいて

い「あ、はい、どうも」なんて言う便利

な曖昧語を発した後で、記憶の大捜索が

始まります。

　最近は、あちこちに講習会やレッスン

で出かけることも多く、また TV や Web

で見て、私が知らない方が私を知ってい

ることが多くなりました。こうなると大

捜索は意味なしにもなります。

　自慢じゃないですが、私、人の名前を

覚えるのが得意ではありません。＝不得

意です。ですから、すらすら覚えて、その人の人間関係から、経歴から、言葉まで記憶する方には、敬服し

てしまいます。

　皆さん！私に会った時、？？って顔したら、すみませんが、お名前と所属合唱団を言ってください、そう

したら思い出します。または、にっこりで許してくださいませ。

　そんな私ですが、実は、歌を歌ってくださるか、歌う声で話してくだされば、バッチリ声を記憶しています。

そうなんです、歌声を聞いた人のことは声でかなりはっきり覚えています。ここが不思議なのですが、声と

くせは何年か覚えていれて、「前はこんなくせだったけれど良くなったね」が言えて、便利です。そうそう

合唱団の以前の練習で何を言ったかも覚えています。かなり嫌なやつかも。

　指導は言葉かけが大切だと思っているので、相手が理解できるように、言葉を選び、表現を変えて具体的

なたとえを探しまくります。きっと、声と対峙している時、私にしてはものすごく頭を使っていて記憶でき

ているのかな？と思います。

　記憶力にはものによって差があるようです。そういえば年号はダメだった ... ダメばっかり！ギャー！

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。

今回は浅野 深雪先生です。

リレーエッセイ No9

指揮者の『ここだけの話』

ああ！思い出せない
！

44
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カノンコンサートガイド
８/９
(日）

横浜合唱協会　第 65 回定期演奏会　ﾊ ｯ゙ﾊとﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞー ﾝ～ドイツ交流演奏会に向けて～
14:00 ～　横浜みなとみらいホール 大ホール 入場料：S 席 3,000 円　A 席 2,000 円　学生 500 円
お問合せ：藤井 Tel/Fax 045-894-3031　　ycs_ｅｎｓｏｕｋａｉ@yahoo.co.jp
指揮：八尋 和美 / 山神 健志　J.S. バッハ「ミサ曲イ長調」　メンデルスゾーン「ドイツ典礼」他

８/３０
(日）

横浜オラトリオ協会合唱団　第 78 回定期演奏会
14:00 ～　鎌倉芸術館 大ホール 入場料：1,500 円
お問合せ：山田 080-1012-6183 
指揮：星野 聡　シューマン「レクイエム」　松下 耕「日本の民謡」より　コダーイ「マトラの風景」 

９/６
(日）

混声合唱団小田原木曜会　第 40 回定期演奏会
14:00 ～　小田原市民会館大ホール 入場料：1,000 円
お問合せ：吉田廣子 　Tel/Fax 0465-22-6788 　　http://www.geocities.jp/suutia0406
指揮：栗原 寛 ﾋﾟｱﾉ : 近岡 直人 / 柴田 啓子 大中 恩「風のうた」 橋本 剛「かなたの空へ」 M. ﾌｪｰﾘﾝｶﾞｰ「ﾗﾃﾝｼﾞｬｽﾞﾐｻ」他

９/６
(日）

グロリア少年合唱団　特別演奏会
19:15 ～　鎌倉生涯学習センター ホール 入場料：2,000 円（全席自由）
お問合せ：松村 Tel/Fax 045-825-0522 　　http://gbc.jp/index.html
指揮：服部 陽介　バリトン：戸川 博樹　ピアノ：陣内和歌子　バーンスタイン「Mass」よりグレグソン他

９/１２
(土）

コール・ムッテル＆ぐるーぷ“音の輪”ジョイントコンサートⅩⅠ
13:30 ～　ハーモニーホール座間大ホール 入場料：1,000 円 ( 中・高校生 500 円）
お問合せ：川口 042-741-5524　 八代 046-253-3262
想い出もこれからも歌と共に !!　ヒヤシンスの手紙　花のタンゴ他　指揮：山岸 陽子　ピアノ：浅沼 敦子

９/１３
(日）

女声合唱団 シャン・クール　ビエンナーレ・コンサート'15
14:00 ～　神奈川県立音楽堂 入場料：1,500 円 ( 全席自由）
お問合せ：丸山 070-5562-4495　  http://www.geocities.co.jp/MusicHall-Horn/5757/
指揮：篠崎 義昭  ピアノ：須江 太郎 オルバン「ミサ No.6」 中田 喜直「ちいさな果樹園」 母の詩 ( 朗読劇と合唱）他

９/２２
（火･祝）

横浜室内アンサンブル　第 21 回演奏会
14:00 ～　戸塚区民文化センター さくらプラザホール 入場料：1,000 円
お問合せ：尾川義雄 0422-46-4890　  yoshio@gc4.so-net.ne.jp
芥川 也寸志「お天道様・ねこ・プラタナス・ぼく」 寺嶋 陸也「朝顔の苗」他　ご来場お待ちしています。

９/２６
(土）

円混声合唱団　第5回定期演奏会
14:00～　神奈川県立音楽堂 入場料：1,000円(全席自由）
お問合せ：三上 044-223-8023　星 0463-22-1815
指揮：田中 登志生　ピアノ：伊藤 優里　グノー｢Mass in C｣ 松下 耕｢エチュード｣ ｢ＳＯＲＡ｣ 広瀬 量平｢海鳥の詩｣

９/２７
(日）

横浜紅葉丘合唱団　第25回演奏会
14:00～　神奈川県立音楽堂 入場料：1,000円(全席自由）
お問合せ：北野 045-776-1828
指揮：福田 美知子　ピアノ：篠田 早苗　「ローレライ」より　「TOKYO物語」　「捧げる言葉」

１０/３
(土）

混声合唱団翠声会　創立 40 周年記念 第 38 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 ( 全席自由）
ﾁｹｯﾄ取扱 ﾐｭｰｻﾞ川崎ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ 044-520-0200 　ﾁｹｯﾄぴあ一般 0570-02-9999（P ｺｰﾄﾞ :226-683）
お問合せ：市村 090-9392-4263　http://www9.plala.or.jp/suiseikai/
創立 40 周年を迎えます。モーツァルト「ハ短調ミサ」｢季節へのまなざし」「イタリアの歌」どうぞお越しください。

１０/１７
(土）

おたまじゃくしの会　演奏会 創立 40 周年記念
14:00 ～　横浜みなとみらいホール 小ホール 入場料：1,000 円 ( 当日指定）
お問合せ：杉山雅子 044-511-4174
指揮：武田 雅博　ピアノ：木村 裕平　愛唱歌集より、皆さまとご一緒に、ディズニー名曲集より、花の詩より

１０/１８
(日）

座間女声合唱団　演奏会
14:00 ～　海老名市文化会館 小ホール 入場料：800 円 ( 全席自由）
お問合せ：有本幸子 Tel/Fax 046-255-3297
指揮：伊集院 俊光　ピアノ：北村 智子　新実 徳英「ばら・きく・なずな」萩原 英彦「 甃の上」他

１０/２０
(火）

まほろば煌（きらら）コンサート澪 9 ～花おりおり歌さまざま～
14:00 ～　横浜みなとみらいホール 小ホール 入場料：1,500 円 ( 全席自由）
お問合せ：竹中 0467-84-5747　http://mahorobakirara/web.fc2.com
指揮：吉田 孝古麿・秦 貴美子　ピアノ：渕上 千里　20 周年記念　佐藤 眞作曲「花びら」他　花の歌を集めて
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 県連からのお知らせ ＜東日本大震災に伴う義援金募集について＞
神奈川県合唱連盟では、東日本大震災復興支援の一環として、県連各行事における募金の呼びかけを行い、同時に
各団体、個人からの義援金の受付も行っています。いただきました義援金につきましては、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」に寄託を行っています。平成 23 年から平成 26 年 12 月まで、合計 12 回累計
2,481,527 円の寄託を行いました。皆様の温かいご支援に心より御礼申し上げます。今後も継続して寄付を募集してお
りますので、以下の口座までお届けいただきますよう、よろしくお願いいたします。

第 38 回ジュニア合唱祭　第 38 回おかあさんコーラス神奈川県大会　募金箱　　￥3,297

【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。

編集後記：カノン 90 号編集の最中に合唱祭が行われていました。連盟歌「朝の光に」や「翼をください」
の大合唱が盛り上がっていて、少人数のアンサンブルも大所帯の合唱団も小学生もシニアの合唱団も、みん
な歌が好きという気持ちでつながっている～そんな空気がとてもＨａｐｐｙでした。歌えるって幸せですね。

（編集長　青山 道代）

１０/２５
（日）

戸塚混声合唱団　創立 30 周年記念戸塚混声合唱団第 16 回演奏会
14:00 ～　横浜みなとみらいホール 大ホール 入場料：1,500 円（全席自由）
お問合せ：阿部 045-851-8315　http://totsukon.net/
指揮：星野 聡　ピアノ：矢野 円佳　グランベーネ管弦楽団　ブラームス「ドイツレクイエム」 松下 耕「静かな雨の夜に」

１１/１
（日）

シーサイド・グレイスフル・シンガーズ　第 9 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：1,500 円（全席自由）
お問合せ：山本 045-701-1585 
指揮：吉田 千鶴子　ピアノ：福井 由紀　金井 信　横山 潤子「星の迷い子たち」「HAMBA LULU」松田 聖子編曲集

１１/２０
（金）

アンサンブル・プリュサン　ちょっと気になるコンサート･2015
19:00 ～　横浜みなとみらいホール 小ホール 入場料：2,000 円 ( 全席自由）
お問合せ：高橋 044-976-5083
華麗なピアノ、多彩なゲストと共に、皆様を夢の世界へ誘う、プリュサン第 20 回の記念コンサートです。

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　松村 努 　　　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。
＊カノン発行日と原稿締切り：春号（4/10発行）2/28締切り、夏号（7/10発行）5/31締切り、秋号（10/10発行）8/31締切り、

冬号（1/10発行）11/30締切り
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