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　既にご案内の通り、2018 年 2 月 23 日に神奈川県合唱連盟は創立 60 周年を迎えます。これを記念し

て来年 2 月 11 日（日）に行われる合唱フェスティバルは、創立 60 周年記念行事として開催いたします。

　神奈川県の合唱連盟は全国でも歴史が古く、加盟会員数でも上位に数えられます。ここまで連盟の

発展の原動力になってきたのは、何と言っても諸先輩方のご努力と、今を支える会員の皆様の合唱に 

対する情熱と真摯な取り組みである事は言うまでもありません。そして、神奈川県の合唱の殿堂、県立

音楽堂のご理解とご支援も、音楽的向上に多大な影響を与えて下さいました。会員の皆様、音楽堂関係

の皆様に心から御礼申し上げます。

　式典では、県連が続けて取り組んで参りました《世代を超えて響き合う合唱》を大きなテーマに据えて、

会場にお集まり頂いた老若男女みんなで素敵なハーモニーを響かせ、お祝いしたいと思います。

　歴代の連盟顧問の先生方（吉田孝古麿先生、伊集院俊光先生、桑原妙子先生、田中登志生先生、 

平井 保先生）においで頂き、懐かしい思い出話と、ご祝辞を頂戴し、一曲ずつ指揮をして頂きます。演

奏予定曲目は、「連盟歌」「大地讃頌」「ハレルヤコーラス」「くちびるに歌を」など古今の名曲、皆さん

よくご存じの歌ばかりです。詳細は決まり次第発表いたします。

　来年のフェスティバルは県立音楽堂のご厚意で会場を２日間お借りすることが出来ました。10 日夜は

合同練習会、11 日は記念式典です。記念式典の主役は、会員の皆様です。記念式典を通じて会員同士の

交流を深め、県連の将来に繋げていきたいと考えております。会場をいっぱいの歌声で満たして、共に

お祝いいたしましょう。奮ってご参加下さい。

神奈川県合唱連盟理事長　松村 努

神奈川県合唱連盟60周年記念式典
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第60回合唱祭　還暦です！
　今年の合唱祭は第 60 回目となり還暦を迎えました。

還暦＝赤ということでプログラムは赤にしよう！ みんな

にお祝いの寄せ書きを書いていただこう！ 記念写真が

撮れるよう立て看板やグッズを準備しよう！ 最初から

参加してくださっている合唱団には感謝の気持ちを表し

たいね！ 実行委員会では一年前から様々な企画を練り

ました。

センセイズ

記念写真が撮れる立て看板

祝60回！の寄せ書き

写真：株式会社フォトライフ

　迎えた 6 月 10 日（土）、11 日（日）、24 日（土）、25 日（日）

の 4 日間、神奈川県立音楽堂は、のべ 6,000 人の合唱

仲間で溢れかえりました。7 分間の演奏に全力を出し

切った団員さんの笑顔が、裏方の私達へのご褒美です。

　初日のイベントはファッションショー。１時間の 

ウォーキング・ポージングの練習で、モデルさながらに

ポーズを決めてくださいました。

　指揮者とピアニストで作る即席合唱団は講師の先生

にもご参加いただき、ぶっつけ本番スリル満点の演奏を

楽しみました。毎回、先生方が集まってくださるか心配

していましたが、今年は大盛況！ たくさんの先生方を

前に、松村理事長の指揮にも力が入っていました。
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パフォーマンスコーナーで、部長さんから「このカバン小道具なんで、
ステージから戻ったA君に渡してください。カバン持ってすぐに登場
します」実行委員長自ら持って袖でスタンバイ。演奏の半ばに達成感一杯
で袖に戻ってきたA君。そのまま笑顔でステージを眺めている。
「これ持って出るんでしょ！」我に返ったA君は慌てて登場していきました。

‥‥ホッ！

間に合ってよかった～！！
‥‥他の合唱祭の本番を終え駆
け付けてきてくださった先生。
高校生の安堵した表情と先生の
汗だくの笑顔に、こちらも
温かい気持ちになりました。

円陣を組んで、ヒソヒソ声で
「ファイト！」「オ～！！」
‥‥なんとも体育会系でした。

この衣装きつくてぇ……息入らない。
私もぉ。　痩せなきゃ。
‥‥みんな同感です。

第60回合唱祭
　　

　小中高生による N コン課題曲演奏は、5 月に開催さ

れたワークショップで練習した成果を発表しました。

200 人を超える大合唱は迫力満点。この素晴らしい経験

を今後に活かしていただきたいです。

　恒例のジャンケン大会。ブロックの最後まで出演団

体が客席に残っていて欲しい……実行委員会の心から

の願いが通じてきたのか？ 会場にはたくさんの方がい

らっしゃいました。本番の緊張から解放されて一気に

ヒートアップ。協賛のカンロ株式会社様の賞品を目指し

て、合唱より響く声で「最初はグー！」その熱気のまま 

「翼をください」の大合唱でフィナーレ。暑い夏を吹き

飛ばした熱い合唱祭でした。

 合唱祭実行委員長　吉田千鶴子

　発足当初は女声合唱団でした。混声合

唱団にしたい思いから、団員のご主人たち

に呼びかけ、honey comes……。

　はちみつの甘さと、はにかんでいる様子

もかけての「ハニカムズ」にしたそうです。

　プラカードの角っこにはミツバチが乗っ

かっていました。

6月10日出演の
「ハニカムズ」さん（混声）の
合唱団名の由来

インタビュー★

翼をください

ジャンケン大会
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関東支部大会第40回全日本おかあさんコーラス
　第 40 回全日本おかあさんコーラス関東支部大会は、7 月1日（土）、2日（日）の 2日間、宇都宮市の栃木県総合文化センター

で開催されました。神奈川県からは 9 団体が出演し、美しい歌声と素敵なパフォーマンスを披露されました。選考結果は以下の

通りです。（出演順）

優 秀 賞 　　桐蔭学園「桐響会」、緑フラウエンコール、女声合唱団「松
ＳＨＯ

」

優 良 賞 　　コール高森、コールミント、コール・モモ、鵠沼エコー

大 会 賞 　　逗子女声合唱団、まどかコーラス

　全国大会には、桐蔭学園「桐響会」と女声合唱団「松
SHO

」のみなさんの出場が決定しました。

（緑フラウエンコールは昨年全国大会に出場されたため今回は権利がありません）

　神奈川県大会でまさかの優秀賞で関東大会に参加し、全員無

事に歌い終える事ができました。県大会では味わえない雰囲気と

緊張感の中、ハードルは高く全国大会への夢は叶わなかったけれ

ど、たくさんの素敵なコーラスを聴いて、再度全国大会の夢を持っ

て、練習に繋げていきます。 （コール高森　荒井祐子）

　３番目の出番で、大半のメンバーが当日出発にもかかわらず、

７時 50 分には全員がホール近くの声出し会場に揃っていたことが

素晴らしかった！ 本番は、奥行きと高さのある広いホールで気持ち

良く声を響かせることができました。美味しい餃子も堪能し、次は

11 月12日（日）のコンサートに向けて、走り出しています！ 

（コールミント　青木千佳代）

　久しぶりの関東大会ということで、みんなワクワク、ドキドキでした。

大きなホールに圧倒されないよう日頃の練習成果が出せればいいな

と思いながら、歌いました。

　全国大会には届きませんでしたが、何よりも団員全員で歌うこと

ができ、幸せなことでした。 （まどかコーラス　豊島英子）

　「谷茶前節」と「さとうきび畑」で出場した今年のおかあさん大会。

県大会後に振り付けの難度アップ、衣装も大きく変えて関東大会へ。

多くの皆様に聴いていただく事ができ、加えて優秀賞受賞は（全国

大会への権利がなく残念とはいえ）大きな喜びでした。お世話になっ

た全ての皆様に感謝です。 （緑フラウエンコール　和田直子）

　指揮者の突然の体調不良により、急遽団員の指揮で参加する事

に決定しました。素晴らしいホールで楽しく歌い、すがすがしい

気持ちで栃木県を後にしました。賞以上のものが胸に熱く燃え 53

年の絆が更に深まりました。目下 12 月のコンサートに向け練習に

励んでいます。 （逗子女声合唱団　北村薫）

コール高森

コールミント

まどかコーラス

緑フラウエンコール

逗子女声合唱団
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全国大会第40回全日本おかあさんコーラス
　第 40 回全日本おかあさんコーラス全国大会は 8 月 26 日（土）、27 日（日）に岡山シンフォニーホールで

開催されました。神奈川県から出場の桐蔭学園「桐響会」、女声合唱団「松
ＳＨＯ

」のみなさんは、2 団体とも見事、

ひまわり賞を受賞されました。おめでとうございました。様々な出会いと喜びが

待っているおかあさんコーラス、ぜひみなさんも奮ってご参加ください。

　岡山の猛暑の中、おかあさんコーラス全国大会は幕を開けました。

　１日目（8 月 26 日）出演の私達は 38 名全員元気に本番を迎え、岡山シンフォ

ニーホールの素晴らしい舞台で精一杯歌うことが出来ました。

　全国から集まった各団はそれぞれの個性豊かなパフォーマンスを披露し、華

やかに会を盛り上げているようでした。

　審査の結果、お陰様で“ひまわり賞”をいただき、今までの努力が一瞬で報

われた思いでした。

　翌日は三々五々のスケジュールで動き、その中の 25 名は鷲羽山方面へ温泉

旅行に出発しました。暑さは相変わらずでしたが、ホテルからの瀬戸大橋のラ

イトアップと瀬戸内海の島々の陰影はとても心に残るものでした。

　大会の好結果も伴い、団員達は心から飲んで食べて温泉からの絶景を楽しみ、本当に満足な一日を過ごしました。

　合唱を長く続けていたからこそ経験出来た素晴らしいひと時でした。本当に感謝です。 　　（女声合唱団「松
ＳＨＯ

」　細村和子）

　全国大会に出場が叶い、しかもひまわり賞をいただくことができ、

本当に感動しています！ 昨年末に「子守唄・子守唄よ」の楽譜を戴

いた頃は変拍子が多くて数え方がよくわからない大変な内容に四苦

八苦し、松村先生もちゃんと歌えるようになるのか不安を隠せなかっ

たご様子でした。先生に「いい歌でしょう」と言われてもさっぱりわ

からず、本当に涙が出るほどいい曲だと気付くのに半年近くかかりま

したが、先生にこの曲を選んでいただいたことに感謝をしながら大

事に歌ってきました。

　全国大会出場は 2 回目でしたが、1 回目は東京での開催だった為、初めて関東圏を出て遠征をしたのが今回の岡山でした。日帰

りをしたメンバーも多かったのですが、気分は修学旅行！ 路面電車に乗ったり、きびだんごや桃などの美味しそうなお土産にうき

うきしてしまい本番演奏の心配はどこへやら。広くて声がよく響く岡山のシンフォニーホールで歌えたことは素敵な思い出になり

ました。 （桐蔭学園「桐響会」　尾崎由美子）

♪ 今回初めて関東支部大会への出場が決まり、宇都宮まで日帰り

で往復、貴重な経験をさせて頂きました。

♪参加メンバーは総勢 26 名。

♪本番ギリギリまで、皆で振り付けを確認修正し臨みました。

♪ 自分達の持ち味を発揮して、優良賞を頂けたことは嬉しかった

です。 （コールモモ　満田智香）

　大会 2 日目の 43 番に私達は出場しました。予想以上の大き

なホールでしたが、団員全員が自分達のステージを楽しみ、思

い切り歌い、踊る（！）事ができました。おかげ様で優良賞を

頂くことができ、帰りに食べた宇都宮餃子が忘れられない味と

なったのは言うまでもありません。

 （鵠沼エコー　志賀寛子）

コールモモ

ひまわり賞　女声合唱団「松
ＳＨＯ

」

ひまわり賞　桐蔭学園「桐響会」

鵠沼エコー
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8/19土

神奈川県立麻生総合高等学校合唱部
高等学校部門　Aグループ初出場

8/20日

合唱団　やえ山組
大学職場一般部門　混声合唱初出場

中学校部門　表彰式

大学職場一般部門　表彰式

高等学校部門　表彰式

　合唱部は前からあったそうですが、メンバーが 8 名

になったので県連に加盟して、コンクール挑戦となっ

たそうです。

　「多くの人の前で歌うのは初めてで、緊張しました。

明るい自由曲でコンクールという場の雰囲気を楽しく

したいと頑張りました。ぜひ来年も出場したいです。」

　　　（一年生女子）

朝日新聞横浜総局　藤原総局長のお話（8/20）
　昨日は高校生、中学生の演奏のひたむきさに大変感

動いたしました。今日また一般の方々の演奏を聴かせ

ていただいて、合唱を続けているとこんなにも豊かな

実りになっていくのかということを改めて感じさせら

れました。

　人生の澱
おり

も合唱で昇華する。みなさんぜひ合唱を続

けていってください。

　平成 29 年 8 月 19 日（土）、20 日（日）の 2 日間にわたり、神奈川県立音楽堂（木のホール）に於いて、第 60 回神奈川県合

唱コンクールが開催されました。昨年度は初日の開会式の時間が大変遅くなってしまったため、今年度は一日目に高等学校部門

を、二日目の午前に中学校部門、午後に大学職場一般部門を行いました。2 日間で 3,000 名以上の入場者があり、昨年よりもさ

らに大盛況となりました。プログラムが不足しご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。会場では、瑞々しい歌声や

磨かれた演奏の数々に心を洗われたというお客様がたくさんいらっしゃいました。コンクールという目標を持ち、ひとつの曲を

創り上げていく過程には、より深い音楽との出会いや仲間たちとの絆など、得るものがたくさんあることでしょう。合唱団の成

長にぜひコンクールを活用していただけたらと思います。

　さて、来年度は、神奈川県立音楽堂が工事中となるため、相模女子大学グリーンホールでの開催となります。詳細は、改めて

要項にてお知らせする予定です。次回も多くの皆様の参加をお待ちしております。

　最後に、今年度参加してくださった皆様に感謝し、あらためて御礼申し上げます。表彰式で、審査員の先生の講評を熱心に

メモする姿に、これからの神奈川県の合唱の明るいハーモニーの広がりを感じずにはいられませんでした。素敵な 2 日間をどう

もありがとうございました。2 日間の審査結果は、次頁の通りです。 合唱コンクール実行委員長　熊谷康子

　合唱団発足のいきさつを伺いました。

　「箱根のコンクールで知り合った青山組（男声合唱団）

と弥栄高校 OG の女声合唱団が出会い、青山組として

は女の子と知り合えるチャンスも込みでお誘いし、一

つの合唱団として発足させました。今日は演奏会で演

奏しているように楽しく歌えましたよ。」　　　　　　

　　　　　（男性団員）

第60回 神奈川県合唱コンクール

kanon   2017.10

76



第60回 神奈川県合唱コンクール 第1日目審査結果

部
門

出
演
順

団
体
名

賞

関
東
大
会

推
薦
団
体

高
等
学
校
　
Ａ

1 洗足学園中学高等学校合唱部 銅賞

2 清泉女学院高等学校音楽部 金賞 ◎

3 神奈川県立新城高等学校 合唱部 奨励賞

4 県立伊志田高等学校合唱部 奨励賞

5 法政大学第二中・高等学校 合唱部 銀賞

6 県立横浜清陵高等学校合唱部 銅賞

7 青山学院横浜英和中学高等学校コーラス部 銅賞

8 神奈川県立光陵高等学校合唱部 奨励賞

9 相模女子大学中学部高等部合唱部 奨励賞

10 中央大学附属横浜中学校・高等学校合唱部 銅賞

11 神奈川県立上矢部高等学校 合唱部 奨励賞

12 県立大船高校合唱部 奨励賞

13 横浜隼人中学・高等学校合唱部 銀賞

14 慶應義塾湘南藤沢中・高等部合唱部 銅賞

15 県立秦野総合高等学校合唱部 奨励賞

16 神奈川学園中学・高等学校女声合唱団 金賞 ◎

17 桐光学園高等学校合唱部 女声合唱 銀賞

18 桐蔭学園中学校・高等学校グリークラブ 奨励賞

19 県立湘南台高校合唱部 奨励賞

20 桐蔭学園混声合唱部 金賞 ◎

21 神奈川県立相模原中等教育学校コーラス部 銀賞

22 桐光学園高等学校合唱部 金賞 ◎

23 県立弥栄高校合唱団 金賞

24 日本女子大学附属高等学校コーラスクラブ 金賞 ◎

25 相洋高校コーラス部 奨励賞

26 神奈川県立麻生総合高等学校合唱部 奨励賞

高
等
学
校
　
Ｂ

27 県立多摩高等学校合唱部 金賞 ◎

28 神奈川県立海老名高等学校合唱部 金賞

29 県立湘南高校合唱部 金賞 ◎

30 北鎌倉女子学園コーラス部 金賞 ◎

31 県立生田高校グリークラブ 金賞

第60回 神奈川県合唱コンクール 第2日目審査結果

部
門

出
演
順

団
体
名

賞

関
東
大
会

推
薦
団
体

中
学
混
声

1 海老名市立海西中学校合唱部 銀賞

2 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校 金賞 ◎

3 川崎市立白鳥中学校白鳥合唱団 銅賞

4 横浜市立緑が丘中学校合唱部 金賞 ◎

5 川崎市立金程中学校 銅賞

6 桐光学園中学校合唱部 金賞 ◎

中
学
同
声

7 相模原市立共和中学校 銀賞

8 横浜市立瀬谷中学校合唱部 銅賞

9 伊勢原市立成瀬中学校 コーラス部 銅賞

10 清泉女学院中学校音楽部 金賞 ◎

11 日本女子大学附属中学校コーラスクラブ 銅賞

12 厚木市立南毛利中学校 合唱部 銀賞

大
学
ユ
ー
ス
／
室
内
／
混
声
／
同
声

13 アンサンブル藤沢　【室内】

14 小田原少年少女合唱隊　【同声】 金賞 ◎

15 ユース松林　【室内】 銅賞

16 富士通川崎合唱団　【混声】

17 アンサンブル・ピノ　【室内】

18 横浜国立大学混声合唱団　【大学ユース】

19 横浜ルミナス・コール　【混声】

20 女声合唱団「松
SHO

」　【同声】 銀賞

21 湘南ユースクワイア　【大学ユース】

22 合唱団たまとも　【混声】 金賞 ◎

23 かながわフリーダム・シンガーズ　【室内】 銅賞

24 桐蔭学園「桐響会」　【同声】 金賞 ◎

25 横浜国立大学グリークラブ　【大学ユース】 銅賞

26 合唱団　やえ山組　【混声】 金賞 ◎

27 緑フラウエンコール　【同声】 金賞 ◎

28 TAMA STAR SINGERS 　【室内】

29 駒沢女子大学コーラス部　【室内】

30 コール・キリエ　【混声】 銀賞

シ
ー
ド

31 湘南はまゆう　【同声】 ◎

32 La Pura Fuente 　【同声】 ◎

33 マルベリー・チェンバークワイア　【室内】 ◎〈二日間を通しての最優秀演奏団体〉
全日本合唱連盟理事長賞・神奈川県知事賞
日本女子大学附属高等学校コーラスクラブ

コンクール実行委員のみなさん
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次回は松﨑 陽治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 飯田 聖美 先生です。

リレーエッセイ No.17

指揮者の『ここだけの話』

　合唱の指揮者として大先輩でいらっしゃる平井 保

先生から私のような若輩者が突然のご指名を受け、恐

縮しつつこの欄に投稿させていただく事となりました。

正直「ここだけの話」というものがあるほどの経験も

ないのですが……。

　私は小学生の頃から歌が好きで、児童合唱が全盛期

の頃横浜少年少女合唱団に入団。指揮者の先生は格好

良く、颯爽と指揮をする姿が素敵で「いつかは自分も

指揮をしてみたい」などと憧れたものです。その後音

大の声楽科に進み、10 年前、古巣の横浜少年少女合唱

団の指揮者に就任させていただきました。それまでサー

クルや中学校の教師として指揮をする機会が多くあっ

た為「指揮は得意！」と思い込んでいたのですが、そ

れが大きな間違いであったことに気づくまで、そう時

間はかかりませんでした。思うように子供に歌わせる

ことが出来ず、一体何がいけないのか悩むばかり。子

供たちの真剣な眼差しに、このままではいけない！と

指揮の先生にレッスンを受け 4 拍子から勉強のやり直

し。先生は我慢強く丁寧に指導して下さいますが、勉

強すればするほど演奏の良し悪しは全て指揮の責任だ

という事が判るようになり、指揮をする事が恐ろしく

なってきます。10 年たっても、まだまだ勉強の毎日で

悩みは尽きません。

　実は指揮者になってもう一つ悩みが……。男性の指

揮者はとりあえずスーツがあればどんな演奏会も OK

ですが、女性はそうはいきません。どのステージでも

同じ黒い服、というわけにもいかず。で、演奏会の度

に何を着ようか悩みます。ある時ノースリーブで指揮

をして師匠に叱られたことがあります。「あなたの腕な

ど誰も見たくない。」その時は「なんで！？」とむくれま

したが、その後著名な女性指揮者がノースリーブで指

揮をしておられる姿を拝見してハッとしました。演奏

中、二の腕がずっとブルブル。それが気になって演奏

がまったく耳に入りません。なるほど、そういう事か

……と納得。現在、未熟者の私はステージ衣装選びに

も頭を悩ませております。

　さて、次回は私が小学生の時からご指導いただき、

今もご活躍中の横浜少年少女合唱団名誉指揮者の松﨑

陽治先生に恐れながら執筆をお願いいたしました。

尽きない悩み‥‥
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〜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ご紹介コーナーです

　今年度から神奈川県合唱連盟に加盟いたしまし

た、湘南ユースクワイアです。

　この合唱団は神奈川県立湘南高等学校合唱部の

若手卒業生で構成されています。

　もう一度高校時代の仲間と合唱をやりたい、ま

た合唱を通して湘南高校合唱部の現役生や先輩

方、顧問の岩本先生などと関わりたいという思い

から、今年の初夏に結成されました。

　まず今年度前期には、8 月 11 日に行われた湘南

高校合唱部「夏の演奏会」と 8 月 20 日に行われた

神奈川県合唱コンクールで演奏することを目標とし

て、活動を開始しました。今後は、徐々に団の規模

や活動の幅を広げていければと思っております。

合唱を愛する仲間達と再び歌える機会の実現にあ

たり、何より指導をしてくださる岩本先生、支え

てくださる皆様方への感謝の気持ちを大切にして

いきたいと思っております。そして聴いてくださ

る方の心に届く演奏をこれからも目指し努力いた

します。

　これからも宜しくお願い致します。

湘南ユースクワイア

Healing Friends

　厚木市で活動している Healing Friends です。

中学生から社会人までのメンバーで構成している

女声合唱団で、姉妹のように和気あいあいと活動

しています。

　2013 年、クロネコファミリーコンサートにお

いて「あめつちのうた」を飯森範親氏の指揮に

より、新日本フィルハーモニー交響楽団と初演。

2015 年に厚木市制 60 周年カウントダウン事業厚

木市民芸術文化祭「市民芸術祭」にて合唱ミュー

ジカル「サウンド・オブ・ミュージック」、2016

年には厚木市制 60 周年記念事業第 53 回市民文

化祭にて合唱ミュージカル「美女と野獣」を演奏

しました。

　また、湘南合唱祭では毎年講師賞やオーディエ

ンス賞、理事長賞などをいただいております。

　来年の秋には 10 周年記念コンサートを開催予定

です。演奏会などの情報は、Facebook で随時お知

らせしていますので、ぜひ一度お訪ねください。

　今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
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カノンコンサートガイド

１０/２５
（水）

まほろば煌（きらら）　第10回コンサート“澪”　
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：戸田 045-959-0123  http://mahorobakirara.web.fc2.com/  
指揮:吉田 孝古麿・秦 貴美子・渕上 千里　ピアノ:渕上 千里・宮 怜子　日本の抒情歌　ザ･サウンド･オブ･ミュージック

１１/１１
（土）

神奈川県庁合唱団　第42回サロンコンサート
13:30～　神奈川県立音楽堂　　　　 入場料：1,000円　
お問合せ：上杉 090-4139-5882 akirau.jp1@gmail.com
指揮：吉田 孝古麿　他　ピアノ：岩谷 尚幸・川添 文　曲目：あしたの灯、季節へのまなざし、ラター作品集　他

１１/１２
（日）

コールミント　6thコンサート
14:00～　鎌倉芸術館　大ホール　　 入場料：1,000円　
お問合せ：青木 045-833-5908  http://callmint.web.fc2.com 
指揮：福田 美知子　ピアノ：橋本 麻子　信長 貴富 「うたを うたう とき」、木下 牧子、クリスマス曲ほか

１１/１５
（水）

横浜YMCA混声合唱団　第56回定期演奏会
19:00～　横浜みなとみらいホール 小ホール 入場料：一般;1,000円　学生；500円 （全席自由　当日券あり）
お問合せ：鈴木 新一 045-252-7703
BRAHMS 「ドイツレクイエムⅠ、Ⅳ楽章」　THE KINGS SINGERS 「レノン&マッカートニーコレクション」　高橋 晴美作品集　他

１１/１６
（木）

アンサンブルMora　3rdコンサート
19:00～　戸塚区民文化センター さくらプラザ 入場料：1,500円（全席自由）　　
お問合せ：山田 045-814-2892
指揮：桑原 妙子　ピアノ：中根 希子　三善 晃 「三つの抒情」 「山田耕筰による五つの歌」  Lassus Telfer Bach　他 

１１/２３
（木・祝）

上大岡混声合唱団　第51回定期演奏会　
14:00～　鎌倉芸術館 大ホール　 入場料：1,000円 （全席自由）
お問合せ：事務局 045-831-1251 http://www.geocities.jp/kami_kon/ 
指揮：中村 皇　ピアノ：押川 涼子　ラター「マニフィカート」　森山 至貴 「太陽と海と季節が」　他

１１/２４
（金）

シーサイド・グレイスフル・シンガーズ　第10回定期演奏会　
18:30～　横浜みなとみらいホール 小ホール 入場料：1,500円　
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　信長 貴富 「栗鼠も、きっと」　Ｊポップオリジナルアレンジ集 異邦人 あなた 17才　他

１２/１
（金）

逗子女声合唱団　クリスマスコンサート　
14:00～　逗子文化プラザ なぎさホール　 入場料：1,000円 （全席自由）
お問合せ：北村 048-873-4123　E-mail:zushi.jo50.concert@gmail.com 
指揮：川上 久美子　３つのモテット・クリスマスキャロル・北原 白秋童謡集・九州民謡によるコンポジション　他

１２/２
（土）

小田原男声合唱団　第46回定期演奏会　
14:00～　小田原市民会館 入場料：1,000円　
お問合せ：斎藤 惠司 0463-63-3629
指揮：辻 秀幸・村田 雅之　ピアノ：中根 希子　ケルビーニ 「レクイエム」　信長 貴富 「わが詩友」　他　

１２/７
（木）

女声合唱団しおん　第5回演奏会　
14:00～　横浜みなとみらいホール 小ホール 入場料：1,000円 （全席自由）　
お問合せ：宮村 045-892-1293
指揮：榊原 哲　上田 真樹 編曲 「日本抒情歌」　髙田 三郎 曲 「水のいのち」　松下 耕 編曲 「精霊流し」　他　

１２/１７
（日）

Trinity　16th Concert 
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：遠藤 090-2722-3538　trinity1999_12@hotmail.com   
指揮：平井 保　ピアノ：橋本 麻子　友情出演：ハルモニア・クロス　Missa Simplex　混声作品　他

１２/２１
（木）

男声合唱団満天星　第3回演奏会♪創立10周年を迎えて♪
14:00～　瀬谷公会堂 入場料：1,000円 　
お問合せ：坂田 080-6533-5690
指揮：岡田 有弘　ピアノ：中澤 杏奈　明るく楽しく大らかなシニア世代の合唱団 世界の名曲　多田武彦の世界　など20数曲                                                                                      
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１２/２３
（土・祝）

グロリア少年合唱団　第29回メサイア演奏会　
18:30～　カトリック雪ノ下教会聖堂 入場料：3,000円 （全席自由）　
お問合せ：松村 TEL&FAX 045-825-0522  http://gbc.jp/ 
指揮：松村 努　管弦楽：グロリア室内オーケストラ☆グロリア少年合唱団は一緒に歌う仲間を随時募集しています。 

2018年
１/８

（月・祝）

アンサンブルKATOO　第13回定期演奏会　
14:00～　鶴見区民文化センター サルビアホール 入場料：無料　
お問合せ：http://sound.jp/ekt/  
20～30代中心の合唱団です。　Gjeilo作品「Ubi Caritas」等の宗教曲　新実 徳英作品　黒人霊歌

１/１２
（金）

コール・リリカ　第9回定期演奏会
18:30～　神奈川県立音楽堂 入場料：1,000円
お問合せ：神谷 045-823-8636 
指揮：福田 美知子　ピアノ：橋本 麻子　鈴木 憲夫 「二度とない人生だから」　信長 貴富 「空の名前」　映画音楽より　他

１/２４
（水）

女声合唱団　横浜木せい会　第8回 創立80周年記念演奏会　
14:00～　横浜みなとみらいホール 小ホール 入場料：1,000円 （全席自由）
お問合せ：奥田 045-831-5600　飯田 045-742-7006
指揮：磯部 周平　ピアノ：久里 依子　現指揮者の父、磯部 俶の生誕100年を記念して演奏会をいたします。

２/４
（日）

鎌倉湖畔コーラス・日立戸塚合唱団・横浜コロ･フェニーチェ・女声合唱団藍の会・湘南レグルスエコー他4団体
浅野深雪×9Chorus Joyful Joint Concert the 4th.
13:00～　鎌倉芸術館 大ホール 入場料：1,000円 （全席自由）　
お問合せ：松浦 080-5002-9912　蒲山 090-6027-4298
指揮：浅野 深雪　 ピアノ：久野 圭子・永井 博子　9団体の演奏・合同曲：女声合唱曲集 「桔梗」・混声 「雨ニモマケズ」
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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　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

編集後記：今年は新加盟の合唱団が増えて嬉しい限りです。合唱祭もコンクールも盛り上がっていました。神奈川
県合唱連盟は 60 周年を迎えますが、60 年以上続いている合唱団もあります。歌は元気の源。いつま
でも元気で歌い続けられますように。 （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（2017年11月～2018年8月）
●第23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	 2017年11月 ８日(水) 横浜みなとみらいホール（大）
●第52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10日(日) 県立音楽堂
●2017年度臨時総会 12月16日(土) フォーラム南太田
●かながわユース・コーラルフェスト2017 12月2３日(土・祝) 清泉女学院講堂
●第４1回神奈川県合唱フェスティバル	 201８年 2月11日(日・祝) 県立音楽堂
 （神奈川県合唱連盟創立60周年記念イベント）
●第20回かながわヴォーカルアンサンブルコンテスト　  ３月 ４日(日) 県立音楽堂
●神奈川県ジュニア合唱祭  ３月2９日(木) フォーラム戸塚
●第４1回全日本おかあさんコーラス神奈川県大会　　  ４月21日(土) やまと芸術文化ホール
●201８年度定時総会  5月1９日(土) かながわ県民センターホール
●第61回神奈川県合唱祭（４日間）  6月９日(土)・10日(日) 相模女子大学グリーンホール

 6月2３日(土)・2４日(日) 鎌倉芸術館 大ホール
●第61回神奈川県合唱コンクール　　　　　　　　　  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）
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