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Mie Chorus(仮)
三重県合唱連盟機関誌 !! 第２号

２００２．秋

秋風が心地よ い季節に な り ま し た
三重県合唱連盟ホームページ公開中
http://www.mie‐choral.net/
いろんな情報をアップしてありますのでアクセスしてね
またご意見感想等も下記のアドレスにて受付けております
info@mie-choral.net
第 42 回三重県合唱コンクール結果
中学校部門 金賞※伊勢市立港中学校合唱部
金賞※伊勢市立五十鈴中学校合唱部
金賞※三重大学教育学部附属中学校音楽部
高等学校 A ｸﾞﾙｰﾌﾟ 金賞※宇治山田高等学校合唱部
金賞※津高等学校音楽部
高等学校 B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 銀賞※伊勢高等学校合唱部
一般部門 A ｸﾞﾙｰﾌﾟ 金賞※合唱団あじろべー
ｼｰﾄﾞ※ｳﾞｫｰｶﾙｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ《ＥＳＴ》
一般部門 B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 金賞※三重ヴォークスボーナ
全日本合唱連盟理事長賞(ｼｰﾄﾞ除) 三重ヴォークスボーナ
三重県合唱連盟理事長賞(ｼｰﾄﾞ含) ｳﾞｫｰｶﾙｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ《ＥＳＴ》
※

の団体は来る 9 月 28 日(土)29 日(日)に富山県魚津市にて開催され
る第 55 回中部合唱ｺﾝｸｰﾙに推薦します

おめでとうございます
中部大会の健闘お祈りして
います結果の詳細はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載

第 19 回宝塚国際室内合唱コンクールだより〜ヴォーカルアンサンブル《ＥＳＴ》２部門に出場〜
【2002 年 7 月 27 日（土）本選結果】

混声合唱部門 《ＥＳＴ》ｼﾝｶﾞｰｽﾞ金賞・総合２位・兵庫県知事賞
女声合唱部門 ｱｺｰﾙ《ＥＳＴ》銀賞

《ＥＳＴ》のﾒﾝﾊﾞｰ

総合１位 Moran Chamber Choir（ｲｽﾗｴﾙ）

ｺﾝｸｰﾙ後に開催される交歓会
歌って、踊って〜と楽しい交流の場でした

〜宝塚国際室内合唱ｺﾝｸｰﾙって？？〜
宝塚市文化財団が主催する国際ｺﾝｸｰﾙです。今年は 73 団体応募があり、ﾃｰﾌﾟ審査の結果本選出場は 33 団
体。（3 団体棄権）会場はベガホール（ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝのある煉瓦の壁が素敵な室内楽専用ﾎｰﾙです）今まで
海外からは、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ・中国・ｽｳｪｰﾃﾞﾝ・大韓民国・ｴｽﾄﾆｱ・ﾄﾞｲﾂ・ﾘﾄｱﾆｱ・ｱﾙﾒﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ・ｲｷﾞﾘｽ・ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ・
台湾の合唱団が参加。本選日と翌日の入賞団体演奏会の２日間は、海外にいるような錯覚を感じてしま
う程。ｺﾝｸｰﾙとはいえ参加団体の交流の場であり和やかな暖かい雰囲気のｺﾝｸｰﾙです。
来年は 20 回記念ｺﾝｸｰﾙとしてカテゴリー別開催予定。

おかあさんコーラス大会全国大会だより
【2002 年 8 月 23 日(金)〜25 日(日)東京文化会館 にて開催 】

〜養正コーラス、合唱団ラピスが出場〜
両団ともおかあさんコーラス大会賞を受賞されました おめでとうございます
期間中、真夏の都会での３日間 あんなことやこんなこと？？終始大盛況でにぎやかな大会でした

第２１回三重県合唱講習会 大盛会に終わりました 〜参加者３５９名〜
２００２年７月２０日（祝）9:30〜17:00 三重県文化会館第 1.2 ﾘﾊｰｻﾙ室にて開催
発声講座：河合孝夫先生（ﾊｰﾓﾆｰ掲載中） 合唱講座：長谷川久恵先生（東京少年少女合唱隊指揮者）
合計６講座は、真夏の太陽のごとく輝いてハツラツとした雰囲気で行われました。
発声講座の河合先生のご指導は、合唱団員には欠かせないﾊｰﾓﾆｰ作り（５度の倍音の体得）や興味深い内容を中心に、また合唱
講座の長谷川先生のご指導は、各ｺﾝｸｰﾙ課題曲へのアプローチの仕方を情熱的な指揮のもとわかりやすく教えていただきました。
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１１月２２日（金）みえ県民文化祭 合唱部門大会・三重県おかあさんｺｰﾗｽ大会
【会場：三重県文化会館 大ホール】客演指揮者：藤井宏樹
１２月２１日（土）第 2 回みえﾕｰｽｺｰﾗｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ【会場：三重県文化会館 大ホール】
平成 15 年

2 月 11 日（祝） 第 14 回三重県合唱連盟ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ＆ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
【会場：津ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞお城ホール】
平成 15 年度 ６月８日（日） 第 43 回三重県合唱祭【三重県文化会館大ホール】
予定

７月２０日（祝）２１日（土） 第 22 回三重県合唱講習会【三重県文化会館ﾘﾊｰｻﾙ室】
８月１７日（日） 第 43 回三重県合唱ｺﾝｸｰﾙ【三重県文化会館大ホール】

♪ 〜演奏会情報〜♪
月 日 開演時間 場所

演 奏 会 名

問 合 先

１１月１０日（日）2 時開演

女声合唱団エコ・ソアーベ〜25 周年記念〜

亀山市文化会館

第５回リサイタル

11 月１０日（日）2 時半開演

ヴォーカルアンサンブル《EST》

三重県文化会館大ホール

創立１０周年記念コンサート

11 月１６日（土）２時開演

翔ぶⅡ

三重県文化会館大ホール

養正コーラス３５ｔｈ

059-228-4410 内藤

合唱団すずかぜ 第２回演奏会

0593-53-0689 辻

05958-2-1033 松尾
0598-28-5095 桐井

１１月２３日（祝）６時開演
KAIEN’S HALL ムーシケ

〜機関誌名・掲載記事・質問等 大募集中〜
記念すべく創刊号が 5 月に出版され好評を得ておりますが、名称募集継続募集をいたしております。豪華粗
品？も既に用意されていますので奮ってご応募してください。この機関誌は、年に 4 回の発行を目指してい
きたいと思っております。是非とも多くの方々の目にとまるような記事や情報〜楽しい企画等満載の機関誌
にしていきたいと編集者一同考えておりますので、何卒よろしくお願いいたします。 郵送やメールにても受け
付けています。書式は問いません。

〒514-0034 津市南丸之内 15-13 稲垣光子 Email: info@mie-choral.net

第７回世界合唱シンポジウムが
2005 年夏京都で開催されます。

平成１４年度三重県合唱連盟

維持会員募集のお知らせ

滅多にないﾁｬﾝｽだよ！参加しよう！
期間：2005 年 7 月 27 日〜8 月 3 日

1 口 年間 １万円

主催：国際合唱連合

特典 プログラムにご芳名を記載
各種主催事業のご招待（1 名）または出席できる。

内容： 3 年に１度の合唱ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、
世界各国からの招待合唱団演奏、
専門によるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、展示会等

世界合唱シンポジウムが 2005 年夏京都で開催！

ハーモニー秋号に、7/20 に行われた三重県合唱講習会
7/14 三重ｳﾞｫｰｸｽﾎﾞｰﾅ演奏会の記事が掲載されます

シンボルマーク募集中
2003 年 11 月 22・23 日三重県文化会館にて開催される
第 56 回全日本合唱コンクール全国大会（大学・職場・一般
部門）の大会シンボルマークを募集しています。

[理事会 TOPIX]

詳しくは 津高校 小林正美 059-228-0256 まで

月１回行われる理事会では、報告事項や議題としていろんな事を協議しています。その中から今回は継続協議しているテーマ

三重県合唱祭を考える

の論点を書いてみました。この記事をお読みになって、私はこう思う。とかこんな企画はどう？

とか一緒にこの協議に参加してみてください。いただいたご意見は理事会にて反映させていただきますので、是非とも皆様の声
をお寄せください。〒514-0034 津市南丸之内 15-13 三重県合唱連盟事務局次長稲垣光子

Email: info@mie-choral.net

合唱祭は、本来「お互いに聴きあおう」をコンセプトにしています。これが実現できれば三重県文化会館の大ホールは
ぎっしりと満員になるはずです。でもでも現実は寂しい！！いったい何のために歌うのか？このままでは合唱祭がダメ
になってしまう！！ではどうするか？以下は理事会でのアイデアです。どれも決定には至っていません。念のため。
１．「おはようコーラス」の実施
特に観客の少ない開会式直後の観客数の確保を狙って！全員で発声練習かわりに１曲！！
２．入場は観客席から
リハーサルはそりゃぁあった方がいい。でも合唱祭ってお祭りでしょ？ 集まって聴くのが目的でしょ？
リハーサルがなくって多少演奏が失敗しても、聴き合う方が大切じゃない？だから出番まで客席にいて入場は客
席からしたら？
（反対意見）当日にやっと全員揃う団もある。だからリハーサルは重要なのよね。
３．ノルマで聴いてもらうのも１つの方法かも？
おかあさんコーラスでは実施している。方法は出演団体の何％かは聴くよう申し合わせている。
（反対意見）他部門ではなじむかどうか？申し合わせても守れないのでは？

