
1.合 唱 団 こ と の は 眠 声 大阪】指揮 :高嶋昌ニ ビアノ :藤澤篤子

混声合嘔とビアノのための 「この星の上で」から は る ・r)年 〈谷川悛太郎作薔 松下耕昨山)

解説 5年前 私は人生のあ 底にいた。進むべき道は見えず 堂々めくりと自暴自来を繰り返していたある日 作由
者自身が指揮する「今年Jを初めて聴いた。「涙力ちるだろう Jと 欧い出された冒頭から私の涙腺はゆるみ始め 終
盤の「生きてゆくかぎり, なヽ0ことのできぬ希望がJという鮮烈なメロデイーに 私はあふれる涙を抑えることができな
かつた。「人はどんなに苦しくても 生きてゆくかぎり拒むことのできない希望があるのですよJという詩人のつぷやきに

私は取われた。そして今 その思いを共感してくれる合唱団と共に「今年Jを歌える私は 本当に幸せである.
(高嗚昌二)

昨年2月
‐
0唱 団ことのは

‐
が誕生しました 言葉を大切にした合唱団にと指憚者高嶋

先生が名づけて下さいました 高械生から7o代までの幅広い年齢層で構成され  周

年を迎えた0少 しずつお■いの気心がわかってきました。毎回 息の送り方 置来の処

理に思戦昔闊している私違ですが 掟 「グリー出身者の多い月声にうっとりしな力ち声を
のせていく腱醐味… 仕事の疲れを忘れさせて゛ ます 曲紹介にあ りますようぎ今年リ
は高11先生にとって思い入れの深い曲です 木れな私速にとっては難由ですが それぞ

れの思いをこめて熱唱したいと思います

高嶋ロニ lll●●l
Plブレ企画藤照.

藤澤篤子 〈ピアノ)

Plブレ企画●熙

2雀 口昌団  「さ く ら 」 【混声 大阪】,日揮 :清水 違

混声合llのための「アカベラエチュート」からななくさ・ゆきがとける・おやすみ低田斃夫まどみちお工藤口子作II松下輔価 )

ア カベラ混声合嘔のための「ELEC A」から 春 の ガラス 〈Jt□克衝作時 木下牧テ作由,

Axuri Belt2a〈ユBust。作由)

無伴奏混声合唱のための「わの子ども歌」からていんさく・ぬ花〈信長貴菫輛由)

解説 『「ななくさJ「ゆきがとけるJ「おやすみJJこの山集は合唱団の続僣力とソルフェージュ能力を高め 指揮者の音楽1輌 察力の

向上に役立つように作られました 本いは馴染みやすいメロディと●しい欧輌の曲を選びました。『春のガラカ 1ヒロ克衝の実しいガラ
ス細上のような詩の世■に 透明感澄れる神秘llなハーモニーの山 『Axurl腱 I′a』スベイン バスク地方の民館にプストー特有の
ハーモニーとリズムが見られ 少女が欧いながら踊っているような楽しい 曲.rてぃんさぐぬ花J「てぃんさぐJとは沖縄の言葉で鳳仙
花のこと 面を通して「うやJという欧祠が出てきますが それは「視Jという意味です iてぃんさくの花は爪に染め 現の教えは心に染
めなさいJと 0のに例えな力ヽ 子供を悟す枚咸1欧となっています

高校牛 大学生 社会人eでの合唱好きが集まりました 運営や練習はおもに高校生 大

学生で遭め 新しいことに配 ′Lt切

`戦

しなわら 欧い手が自立晰 日指しています

今l・|のステージは 泉州を中心に活肛 ている合唱団桜と 色々な合唱団で活動してい

る有志が集まってできたEn“祠i vu・∝との合同チームでの参力1です 緒́に欧って

くれる仲間は随時■集中|あたたかい欧の軸を広げていけるようこれからも自主|1前 向
きに活動を進めていきます

清水 遥 o日燿■l

中学三年生の時に岸和田市立桜台中学校有志合唱団で合唱と出
会|、事業してからは有志合唱団の伸l・lと合唱団桜を結成 現在も活
動を続け昨年度よリコーラスマスターとして指揮者を務め0ム 現在
大瞑芸術大学芸術学部演姜学科督弦打コース吻 フォン科在学中
[合唱団桜J「EnwttЫe v∝可 「合唱田ユの1詢に所属
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3 日 吉 台 合 口昌団  【女声 滋賀】指揮 :曽 口俊和 ピアノ :鈴 木淳子 山口敦子

女声 同声合1昌由集「地平線のかなたへ」から 春 に (谷川俊太郎帰 木下牧子作山)

女声合唱とビアンのための「三つの優しき胸 から 爽 や か な 五 月 に (立原道造作詩 新実徳英r山 )

女声合唱とピアノのための四季のうた「7つのバガテルJから 会 話 (川崎 洋作詩 高嶋みどり■山)
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4女 声合唱団コール ・ブリランテ&ア ンサンブルDdce&コ ール●6

桜 の 下 で (若松 歓作静 r曲 )

さくら
“
言長貴富編山)

【女声 大阪】指揮 :福田美保 ピアノ,佐々木裕子

女声合唱山集「うたをうたうときJから 春 (新

"い
1,工件詩 信長貴富作曲)

「唱歌の四季Jから 1龍月 夜 (高野辰之作詩 岡野貞―作曲 三善 晃編曲)
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5エ コ ー か た し お 【女声 奈良】指揮 :当 麻ネし子 ピアノ :本 多玲子

女声合唱山集「新抒1青三章」から もうす ぐ 春 だ ね (両角事子作詩 萩原英彦●曲)

女声合
'日

山集「落葉松」から あ な た とわ た しと花 た ちと に 陽

`計

小林秀雄作曲)

女声合唱とビアンのための「空の名前」から 夕 焼 け 幅 田敏子件計 信長貴富

`曲
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