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大 阪発の新 しい イベ ン トに

参加 してみ ませ ん か ?
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エブン泉の森ホール/りんくう野外文化音楽堂

13100 Siori

会 場:エブン泉の森ホール 大ホール

入場料:一般2,000円、学生1,000円

平均年齢60歳以上の合唱団による合唱コングール

会 場:りんくう野外文化音楽堂

入場料:無料

ロ
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14100 SIori

会 場:エブン泉の森ホール 小ホール

入場料:一般1,000円 、学生500円

」CDA日本合唱指揮者協会主催の大学合唱コンクール

各出演団体によるフィナーレ

コンサート

合同演奏「ほらね、」

指揮 :松下 耕

ロ
ロ

10:30 SIori

会 場:エブン泉の森ホール 大ホール

入場料:一般2,000円、学生1,000円

国内の合唱団によるスペシャルコンサート
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関西空港自動車道
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18:00 Stari
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お申込 み

翻
2021開催実行委員会In Rin― ku
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阪南混声合唱団
2021/10/23

10月 24日 (日 ) Sθ
"多
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(野外コンサー ト114時～16時 )

雨天時中止の判断・連絡

9時→パートリーダー→各団員

シートのみでイスはありません。

折りたたみイスなどあれば、

持ってくることをお勧めします。

12:00集合 (ユ左ぐ理菫上上 ヒ童墨堂―舞台前、出場する服装で)

(↑ りんくう公園第2駐車場料金所こえて正面に入口あり)

服装 :女性=
男性=黒カッター、黒ズボン、エンジ系ネクタイ

マスク着用 (演奏時は外す)

星の広場へ移動 (ゆ っくり歩いて10分 )

各 自「健康観察票」→パー トリーダー→団長

12:25～ 12:40 声だ し(星の広場で)

(簡 単な食事をすること可能か ?)

13:00 再度舞台前に集合

13:05～ 受付 (「健康観察票」提出、全員の検温 )

貴重品→パー lヽリーダー→副団長→受付

13:30 着席

セレモニー

14:00 開演

①大阪市立鯰江中学校 ②ミックスナッツ ③合唱団 常盤

④The Ensemble Wakayama ⑤合唱団かえで ⑥コールメイプル

⑦Ensemble Mikanier

15:20～ 15:30 ③阪南混声合唱団 (いのちの歌、花は咲く)

⑨大阪スクワイヤー ⑩うたごえサークルぐみの本

⑪神戸大学混声合唱団エルデ ⑫男声合唱団銀河

⑬安松幼稚園お母さんコーラス

⑭淀川混声合唱団&京都大学音楽研究会ハイマート合唱団

★合同演奏 Fほ らね、」

17:00 終演・解散 (目 安)

事
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0月 24

化音楽

大阪市立鯰江中学校 吹奏楽部 (大阪)

吹奏楽のための第3組曲「バレエの情景」より

I.フ ァンファーレと序章

Ⅳ.全員の踊り

ミックスナッツ(大阪・泉佐野市)

カイト

青い星の未来

合唱団常磐 (大阪)

無伴奏混声合唱小品集
つ
雲は雲のままに流れ

~よ
り

「歩くうた」

指揮 :南 由賀

アコースティックギター :青井哲也

作詞 :米津玄師/作曲 :米津玄師/編曲 :青井哲也

作詞 :Yoppy/作曲 :Yoppy/編 曲 :青井哲也

指揮 :内海友希

作詩 :谷川俊太郎/作曲 :信 長貴富

作詩 :佐藤賢太郎/作曲 :佐藤賢太郎前へ……………………

The Ensemble Wakayama(和 歌山)

鴎 作詩 :三好達治/作曲 :木下牧子

Nlenestinis Nakti Brauca イ乍言可・イ午‖II:Laura Jこkabsone

トゥモロー           作詩:MCharnin/作 曲I CStrouse//訳 詩:片桐和子/編曲:大田桜子

出演団体

大阪市立鯰江中学校 1次奏楽部です。この度、このようなすばらしいイベントに招待していただきありがとうございます。吹

奏楽も、やっと今年はコンクールが行なわれ、夏休みは久しぶりに集中して練習することができ、楽しい思い出も、音楽に没

頭できた充実した時間を持つことができました。現在は、1・ 2年生のみの新メンバーになったばかりですが、今回の舞台をよ

い経験にして、これから成長していきたいと思っています,

泉佐野長滝にある「なごみかふえ」のコーラスグループです。当店で 1「 している計楽倶楽部で楽しんでいて結成しました。

最初は 2人組でザ・ビーナッツのナンバーを良く歌っていたので「カンユ~ナ ッツ」と言う名でしたが、1人 メンバーに加わり|~ミ ッ

クスナッツ」となりました.オ リジナル曲も生まれ約 1年 ライブ活動を続けていますがコロナ禍の影響であまり.|た う機会に恵ま

れませんでした。これを機に少しずつ活動の幅を広げたいと思いますぃ

※紹介文はイブニングコンサートプログラム参照

私たちは 2010年 に和歌山児童合唱団の OB・ OGが中心になって結成した女声アンサンブルグループです^今 回はお聴き

くださるみなさまが少しでも元気になれる曲を選びました=人数は少ないですが、精 ‐杯演奏させていただきます。どうぞお

聴きください.

会 場

日 日寺

|■雌瀦,
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Jubiltte Deo… … {f ffi :Xabier Sarasola

さよな ら友 よ (今年 夏 天 )  作詩 :江 婉綾/訳詞 :みなづきみのり
/作

曲 :井 詩油 /編 曲 :信長貴富

:Ensernble Mikanier(和歌山) 指揮 :阪本健悟 ピアノ:谷口奈緒 r‐

たかをくくろうか 作詩 :谷川俊太郎/作曲 :千原英喜

君の川柳 作詞 :詠み人シラーズ/作曲 :信長貴富

阪南混声合唱団 (大阪・阪南市) 指揮 :川上佐山利 ピアノ:中筋綾青

いのちの歌……………………………・

花は咲く…・……………………………

作詞 :Mivabi/作 曲 :松村崇継//編 曲 :板垣敬子

作詞 :岩井俊二 /作曲 :菅 野よう予

大阪ユースクワイア(大阪) 指揮 :沼丸晴彦

さくらももこの詩による無伴奏混声合唱曲集『ぜんぶ ここに 211よ り

「自分のほんとう」 作詩 :さくらももこ/作曲 :相 澤直人

混声合唱のための『コスミック・エレジー』 より

「わが抒情詩」………………………………………………………………… 作詩 :草野心平 /′ 作曲 :千原英喜

作詞 :伊 藤玲子/作曲 :松
|ヽ

‐
耕

∠、   ヽゝ )‐
7、  し ‐ マー

うたごえサークルぐみの本 (大阪・堺市) 指揮 :石若雅弥 ピアノ:矢吹直美

上を向いて歩こう、 明日があるさメドレー 作詞:永 六億 青島幸男/作曲:中村八大/′編曲:石若雅弥

この広い野原いっぱい             作詞 :小 園江圭子′/作曲:森山良子/編 山:石蒼雅弥

やさしさに包まオ
′
したなら             作詞 :荒井由美/作曲:荒井由美//編曲:石若雅弥

※紹介文はモーニングコンサートプログラム参照

※紹介文はモーニングコンサートプログラム参照

大阪の南の果での阪市の地で、 とうとうと広がる茅諄の海と緑豊かな自然の丘とに囲まれて、心温まるハーモニーを求めて、

毎週上曜日の午前に、「いつまでも青年」たちが集まって合唱を楽しんでいます
=

※紹介文はイブニングコンサートプログラム参照

※紹介文はモーニングコンサートプログラム参照

コールメイプル (京都)



サート、12月 の定期演奏会に向けて活動し

メリハリのある素晴らしい団です.

ま

団エルデは

で 72年目にな

男声合唱団 銀河 (兵庫) 指拝 :天 川雅俊

GAUDETEl

ハピネス

作‖||:不詳 合唱編曲 :Michael Engelhardt 伴奏編曲 :亀井杏菜

作詞 :A1//合唱編曲 :天川雅俊′作曲 :AT、 L「

′
1｀A/伴奏編曲 :亀井杏菜

安 松 幼 稚 園 お 母 さ ん コ ー ラス (大阪・泉佐野市) 指揮 :川上佐由利 ピアノ:乾 志保

作詩 :杉本竜一/作曲 :杉本竜一

群 青       作詞 :福 島県南相馬市 L小高中学校平成 24年度卒業生/作曲 :小 田美樹 編曲 :信長貰富

京都大学音楽研究会ハイマート合唱団 (京都)       指揮:橋本康平
|

1 
琵 琶 湖 周 航 の歌               作詩 :小 |1太郎/作曲 :吉田千秋/編 曲 :伊吹新一

淀川混声合唱団 (大阪) 指揮 :伊束恵司

無伴奏混声合唱山集「Tcn songs― 世界のエレメントー」より

「生 命 の音 ～ 歌 声」                 作詩 :みなづきみのり/作曲 :山 下砧加

淀川混声合唱団1大阪||)&京都大学音楽研究会ハイマート合唱団(京都, 指揮:伊東恵司ピアノ:川上裕美子

ここから始まる                         作詩:みなづきみのり/作 山:北川 昇

ひとつ だ け                     作詞 :矢野顕子/作曲 :矢野顕子//編 曲 :松本望

ⅣIICE SONG… …………………………………… ……… 作詞 :みなづきみのり/′ 作曲 :千原英喜

初めまして、男声合唱団 銀河です.コ ロナ禍の昨年はリモート宅録に力を入れ、神奈川県リモート合唱コンクール 2020最

優秀賞、エイベのアソビバ最優秀賞など輝かしい賞を頂載しましたしぜひYouTtlbeで「男声合唱1寸1銀河」とご検索ください。

次回の定期演奏会は 2022年 9月 411(H)0東 り いたみホール、指揮者 斉‖l好男氏を迎えて「さすらう若人の歌」他を演

奏予定です。いつでも見学お待ちしてます.

私たちは泉佐Tl市にある安松幼稚国のおけさんコーラスグループです。2019年度から川 11先 生、伴奏に乾先生をお迎えして、

これまで培われてきたお母さんコーラスの伝統を絶やすことなく13年 目を迎えました。主な活動は音楽会や発表会、ひな祭

り等の国行事に出演で、発表に向けて週一回子供たちの保育時間内でレッスンを受けています=今 回は国を飛び出し、青窄

の ドでの合唱に初チャレンジです。多くの方に聴いていただき、想いを届けます .

モーニングコンサートでも合同で演奏したよどこん&ハ イマートです 1野外ステージでは、各団体 l曲ずつと合同で2曲 演奏

します_モ ーニングコンサートでの表情とはまた違った両国の演奏をお楽しみください
1

年にうたごえサークルとして発足. しての方向性を固め、

人が所属してお

活動1948 1972 年に混声合唱団と

ン開始か 現在、 70総勢約 り 毎年開催する 月のジ イントコ7



合同演奏

ほらね、

指揮 :松下 耕 ピアノ :矢吹直美

作詩:いとうけいし/作曲:まつしたこう

1962年 東京生まれ.作曲家、合唱指揮者.日立音楽大学作曲学

科首席卒業(,卒業後、ハンガリーに波り、合唱指揮法及び作由法を

学ぶ_レ メーニ・ヤーノンユ、モハイ・ミクロ~ンユ他に師事 .

作曲家として生み出している作品は、合唱曲を中心として多岐にわ

たり、それらの作品は世界各国で広く演奏されており、1司 じく楽評も、

国内外で出版が相次いでいる.

指揮者としても活躍しており、東京合唱アライアンス(耕 友会)芸

術総監督として 12団体の指揮を務めている_各 合 |1昌 団は精力的な

活動を繰り広げ、 ヨーロッパの数々の国際合唱コンクールにおいて、

グランプリ等優秀な成績をあげている.関西耕友会、台湾11友 会の

音楽監督も務めている¨

2005年、合唱青楽におけるFI際的かつ優れた活動が認められ、「ロ

バート・エドラー合唱音楽賞」をアジア人で初めて受賞した.,

第 85回 (2018年 度,NHK全 国学校音楽コンクール小学校の部

言果題曲「出発」を作曲し

2019年、マレーシア・クテンで行われた国際コダーインンポジウム

で基調講演を行った_

現在、一般社団法人東京国際合唱機構代表理事.1非友会芸術総

監督.軽井沢国際合唱フェスティバル総合 音楽監督‐東京国際合唱

コンクール総合プロデューサーおよび芸術監督1,lmerktlltur World

Choir Council ll本 代表評議員[東京者IS合唱連盟副理事長.全日本

合唱連盟こどもコーラス委員,日 本作編曲家協会会員_日 本合唱指

1軍 者 1協 会会貝[,国際コダーイ協会会員3神戸女学院大学特別客員教

授を務めている_

CHikaru.☆

松下 耕



Osoko Chorus MI(C)E
in ninttk闇 腋蝙剋絃

2022.10.21(金 )‐23(日 )

会場
エブン泉の森ホール、りんくう野外文化音楽堂

北庄司酒造「蔵しっくホール」ほか

内容 (予定)

「前夜祭」
10月 21日 (金)19:00- 蔵しつくホール

※泉佐野市が誇る酒造蔵で、お酒をテーマに歌います

10月 22日 (土)13:00- エブン泉の森ホール 大ホール

※平均60歳以上の合唱団による国際コンクール

10月 22日 (土)15:30- エブン泉の森ホール 小ホール
※大学生の大学生によるコンクール

「イブエングコンサート」
10月 22日 (土)18:00- エブン泉の森ホール 大ホール

※国内の著名な含唱団と泉州エリアの合唱団との共演

「モーエングコンサート」
10月 23日 (日)10:30- エブン泉の森ホール 大ホール

※国内の著名な含唱団と泉州エリアの合唱団との共演

『コーラスセミナー」
10月 22日 (土)10:00- エブン泉の森ホール 小ホール

10月 23日 (日)10:00- エブン泉の森ホール 小ホール

|｀ ゛` 三||:tヽ■■lti111ヽ い●■‐‐・ヽ |・ 11

10月 23日 (日)13:30- りんくう野外文化音楽堂
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催》 Osaka Chorus MICE in Rin― ku 2022開催実行委員会

催》 泉佐野市

管》 一般社団法人 Chorus MICE 醐


