
★ 瀬己テ雪 io時～ 11時45分 く大集会室 (メインホール)> 講師 雨森文也 lPlプレ企画歩照)

Gl Ne umeas,MaHa(Ttt de victola作 由)

G20 magnum myster um〈 P v lette作山)

G3風 <「三つの無伴奏混声合
'日

曲」から>(北原白秋作詩 柴口南雄作山)

G4こ ころの船 出く「秋の瞳」から>(八木重吉作詩 富士原裕章作曲)

一平成21年度合唱組曲作品公募入選作品≪第20回朝日4曲 賞≫―

兵庫アンサンブルの会 (G1/G3)

兵|■県の合Ⅲアンサンアル[1体う1′フ■,[力りあやヽ 学びあい 競いあい そして個々のJ体だけ

では及ltrないことを |う0た めに 地域のために おい人たちのために 力を合わせていこうと集い

ました l111からi,1動を,Hイ|し,1■
'〕

27 =は 1ヽ′●で議‖,(樹先4Lによる合
'Hワ

ークン,ソプ

来|:2, 12 1=Iよ |ヽしく

“

り|で/ンサンブル コンテストを田‖します やさん|・E来 場をお●ちし

ていま工 参力11体(20‖n4サ 型|,:合 1,1オ←バヽ合,‖lliキ,N●y合 |‖,lV(ル嶼IMぃ o、o■、

M●lk,■ Vi●●

`,1‖

||,●Lu La代 表幹事 ■ホ唯り、

大阪府立清水谷高等学校合唱部&Contra〈 G2)

泊水谷|1交は本1■C,1'10ヽ11のた繊 校で 多く0"祭 を中|している 0唱 J'ま ,9,11こ1,

創‖
`20091■

0111`),‖Jとなる ア カベラの合
'Hllを

卜なレバートリーとし」プスト(:オルバ

ン Dサイ (■ ウ,■1 |ヽ'lM"レッスンモデルロlllを務め/●あ191l k4 1略ヽ 1合 1コンクー

ル女メ
`′
川 餃賛 第311ミウトシュ コチヤール合,コンクール銀■ 20081● 1合1コンクー

ル全 J大会に初‖J`lll訃 .′校J仰 選 「柿大会では本会敗を漁奏している 200X,31

には イヽツⅢ冬旅行をおこな ,た合1111(1■
'“

IIまその

“

柴41を1'いに210211これ|,  ヽ`Fllま

Ant“ ,、こし〔11動し(いた
"1',11'人

により改林 現●は小米41以外′,"崚t,,11動している

兵庫県立長田高等学校音楽部 (G4)

私たちル‖|“lt 11楽‖
'ネ

校 厳`人の人数をイし 々囁く人に1感動を|‖す

…
なハーモニー

づくりを 行し ll“に助んでいます 01J贅 も多く,)11■部はを迎え よりil,(あえれる日になり

ました 1111''劇 |1命|コンク リンでは0賞 を受賞 その他にも多くのlL域0)演奏会への

“

ヽ

`サ痰ヽをさせて
'た

ださました そ′ヽ |でも 今|■1の震災技興!k‖′t気t■.コンサートでは 4波

裕口

"|,メ

f歌 「|'石木ひろし氏 高石ともや1 とヽ人に融えたことは とて1,質

“

なrf瞼になりま

した また代 1行 ,た定
"1廣

奏会では 411tによる和||ミュ ジカルを餃露し
'′

iVをいただきました

本‖は卸 |う/1ttH会で販えることを光栄に想| 1ヽ肯 材i演黎させていただきます

モデル団体

★ 女 声 lo時～12時 <大 会議室>講 師 山口英樹

Fl Surext pastor bonus(G Pda Paestlna4● 山)

F2 S」 ve Reginaく 「TrOs anlennes tta sante vierge Mare」から>(H Busser作山〉

F3露 営のともしび<「白鳥」から>(Gアポリネール作時 堀口大學訳詩 高嶋みどり作曲)

※今回F4よ取り上げません

山 口英 樹 G旨揮者)

大阪古楽人■音楽学部■楽科卒 声楽を浦山弘=指 揮法を出中信昭の各氏に師事 各部門の台IISコンクール

に於いて関西大会金賞多数 全国大会山場通摯 [Ⅲ 金賞受賞11回を数える また各地で講IT書 査員 コンサ

ートの司会者としても■躍し j●外公演も多い 現在 女声コーラス「真澄鏡Jほ|■
'つ

ID団体の指揮者 武|■1女

`大学コーラス部顧|・1立 命館人十メンネルコール音楽頭|1兵庫県合嘔逮盟理事



モデル団体
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