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アルティ声楽アンサンブルフェスティバル
2017

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル
2017

～集い、歌い、聴き、学ぶ～

テーマ

歌の色彩
7月15日（土）  15：00開演
　ワークショップ （講師：花井哲郎）
　　　「記譜法から考える宗教音楽の演奏」 
　　～休憩～

　女声アンサンブル C’est La Vie （女声・兵庫）
　CORO Giovanni （混声・岐阜）
　scatola di voce （混声・埼玉）
　　～休憩～

　Rara ra-ra Tempo （女声・京都）
　Noema Noesis （混声・東京）
　　～休憩～

　宝塚少年少女合唱団 （同声・兵庫）

7月16日（日）  15：00開演
　ワークショップ  （講師：伊東恵司）
　「合唱のイントロダクション」 

　　～休憩～　

　Ensemble  Moi Moi （混声・愛知）
　アンサンブルDolce & 南山田コールpiù （女声・大阪）

　Ensemble  Mikanier （混声・和歌山）
　　～休憩～　

　合唱団 ぬっく （混声・東京）
　アンサンブル Vine  (混声・京都）

　　～休憩～　

　ヴォーカルアンサンブル 《EST》 （混声・三重）



ごあいさつ

　　　　　　　　　代表・実行委員長　伊　東　恵　司
　有志で始めた「アルティ声楽アンサンブルフェスティバル」は 13 年目の夏を迎え
ます。この間、様々な関係者の温かいご支援をいただき、継続出来たことに感謝して
おります。
　さて、今年の講師には古楽やグレゴリオ聖歌の研究・指導で著名な花井哲郎先生にお越しいただきました。また、
ゲスト団体には「ヴォーカルアンサンブル《EST》」と「宝塚少年少女合唱団」という全くジャンルもタイプも
異なる団体をお呼びしています。そして、橋本靜一先生には今年も特別講座で声のクリニックを担当していただ
いています。歌を巡って、様々な観点から、その魅力に気付ける２日間になりますように。
　公募で全国から集まってきていただいた団体には「歌の色彩」というテーマで選曲をしてもらっていますが、
それぞれ工夫を凝らした個性的な音楽を聞かせていただけることでしょう。今年も祇園祭に賑わう京都で、アン
サンブルの魅力をたっぷり味わっていただき、交流の輪が広がっていけばと思います。

伊東恵司（合唱指揮者）
京都市在住。児童・混声・女声・男声…あらゆる形式・ジャンルの合唱指導を行い、全日本合唱コンクール・宝塚国際室内合唱
コンクール等でグランプリ、金賞、特別賞を多数受賞。世界合唱シンポジウムでは 2 度にわたり（ソウル・バルセロナ）特別招
待演奏団体（「なにわコラリアーズ」「アンサンブル Vine」）に選出される等、海外公演も多数。日本合唱指揮者協会理事、全日
本合唱連盟子どもコーラス委員。カワイ出版より「スチューデントソングブック (1・2)」「合唱エクササイズ ( 育成編 ･ 運営編 )」
他、ブレーン株式会社より「合唱のイントロダクション」を上梓。また、「みなづきみのり」のペンネームで作詞活動を展開。ナ
レーションと演出による「合唱物語」という形態の構成も含めて、松下耕、千原英喜、信長貴富、相澤直人…等の作曲家により
多数の曲が作られている。
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歓迎演奏
京都のわらべ歌メドレー 

　祇園祭のお札売り～四方の景色～とおりゃんせ～かごめ～一条戻り橋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～いんでこ大文字

街中に「コンチキチン」と祇園囃子が鳴り響く京都の 7 月。子どもたちが大きな声で粽やお札を売っています。
まりつきをする時、みんなと手をつないで遊ぶ時、通りを歩く時、夕暮れに家に帰る時。子どもたちはいつも歌
を歌っていました。そんな京都の夏の風景をお届けします。

コールメイプル（代表・音楽監督：伊東恵司）〈両日〉
ファッショナブルでチャーミングな若い女声合唱団を作りたい！という思い
から結成されました。身体を使ったしっかりした発声と、音楽を全身で表現
することを重視し、伸びやかな声、素敵な表情、美しい姿勢と全てが魅力的
な演奏ができることを目指しています。団員随時募集中です♪    

京都市立日野小学校音楽部（指導：前川弘美）〈15日（土）〉
京都市伏見区に位置する日野小学校は、親鸞の生誕地と言われる日野誕生院に近く、豊かな自然に囲まれています。結成８年目
の音楽部は、4 年生から 6 年生まで、約30人で元気に活動しています。毎年ＮＨＫ全国学校音楽コンクール・ＭＢＳこども音
楽コンクールに挑戦するほか、地域の催しにも積極的に参加しています。

みやこ・キッズ・ハーモニー（代表・音楽監督：伊東恵司）〈16日（日）〉
「京都の街なかに子どもの歌声を取り戻そう」と結成されてから 10 年。練習は月に 2 回と少ないけれど、何よりも「歌が好き」
な気持ちを育てることを大切にして、無理せず楽しく練習しています。「手をつなぎ、遊びながら共に歌うこと」を活動の柱に、
昔ながらのわらべ歌や遊び歌、そして新しく創作された「京都のわらべ歌」をレパートリーとし、地域に根差した活動をしてい
ます。



ワークショップ
7/15（土）
　「記譜法から考える宗教音楽の演奏」
　　～グレゴリオ聖歌・ルネサンス音楽の本来の響きを求めて～

10 世紀のネウマ譜と計量記譜法を読み解きながら、記譜法が教えてく
れる当時の演奏法を学び、また教会建築、そして典礼という場から宗教
音楽本来の姿を探る。

講　師：花　井　哲　郎
古楽演奏家。早稲田大学第一文学部哲学専攻卒業後、アムステルダム・スウェーリンク音楽院にて、オルガン
とチェンバロを学ぶ。ロッテルダム音楽院において合唱指揮と管弦楽指揮のディプロマを取得。ブラバント音
楽院にて古楽声楽アンサンブルをレベッカ・ステュワートに師事。
1997 年に東京にてヴォーカル・アンサンブル カペラを創設、以来ルネサンス・フランドルの宗教作品の演奏
を続ける。ジョスカン・デ・プレのミサ曲を全曲演奏を果たし、これまでに CD を 10 枚リリース。2005 年
に古楽アンサンブル コントラポントを結成、リーダーとして 17 世紀を中心としたバロックの宗教音楽演奏に
も力を注ぐ。2015 年にはコントラポント結成 10 周年を記念してモンテヴェルディの『聖母の夕べの祈り』
を演奏、そのライブ・レコーディングを OTTAVA records 第 1 弾としてリリース。
フォンス・フローリス古楽院院長、国立音楽大学講師。

7/16/（日）
　「合唱のイントロダクション」
　　～ハーモニーとカノンで歌は10倍楽しくなる！～

合唱の基礎とは何でしょうか…？目からウロコの簡易基礎練習を味わってみませんか？
参考楽譜：「合唱のイントロダクション～合唱の本当のキソを身に付けよう」（ブレーン株式会社）

講　師：伊　東　恵　司（p.1 参照）

特別講座
声のクリニック ＜事前申込制＞

　あらゆる「声の悩み」について、ご一緒に解決策をさがしましょう。

講　師：橋　本　靜　一　（ヴォイストレーナー）

東京芸大声楽科在学中より、「ヒトと声との関わり」について研究。卒業後は「考
える授業」「自ら参加する授業」をテーマに高校教諭を続ける側ら、 各地でヴォイストレーナーとして活躍。数
万例にのぼる症例研究と、高校教諭としての経験に基づくレッスンは多彩である。時に格闘技、時に瞑想、時 
によだれを流して熟睡…等、健康な声を見出すためには手段を選ばない。2004 年３月、研究活動に徹するた
め独立。

「ヒトの声に触れることは、その人のカラダとココロに直接触れることである」を座右の銘とし、声楽・合唱の
みならず朗読者や演劇人に至る発声全般 について「声の職人」としての訓練を行っている。また、ホームペー
ジ「チャトラ猫の原稿倉庫」ではジャンルを問わず「声」に関わるあらゆる質問に応えてい る。著書に「声の
発見」「小学生のヴォイストレーニング」（音楽之友社）等。

「合唱表現」「ハーモニー」各誌に記事を連載。　1949 年生まれ。神奈川県在住。
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招待演奏
宝塚少年少女合唱団　＜同声・兵庫＞ 指揮：西牧　潤

　　　　　　　　ピアノ：友金美和　　フルート：三田智美　　パーカッション：山田りさ
　　　　　　　　ヴァイオリン：湯川詩織・住野寛子　　ヴィオラ：暮坪晃子
　　　　　　　　チェロ：山木有喜子　　コントラバス：矢野祥子

お正月ええもんだ   《わらべうたずくし》から　（日本のわらべうた／間宮芳生作編曲）

Dubula　（コーサ族 < 南アフリカ > の歌／ Stephen Hatfield 編曲）

Bruremarsj（結婚行進曲）　（Jan Magne Frøde 作曲）

Vesi Vässy Lumen Alle（雪の下に眠る水）　（Eha Lättemäe 作詩／ Harri Wessman 作曲）

風のマーチ　（谷川俊太郎作詩／石若雅弥作曲）

Jaakobin Pojat（ヤコブの子どもたち）　（Pekka Kostiainen 作曲）

ほらね、　（いとうけいし作詩／まつしたこう作曲）

幸せのリズム　（ヒビキ・トシヤ作詩／宮川彬良作曲）

私たちは宝塚市を中心に住み、週一回の練習に参加できる小学校一年生か
ら高校三年生までならだれでも参加できる合唱団です。
活動は多岐にわたっていますが、中でも私たちのレパートリーに大きな影
響を与えているのはおよそ５年に一度実施している海外演奏旅行です。そ
こで出会った世界各国の合唱団の人たちや、活動を通して出会った世界中
の歌は私たちの大切な財産です。今日はそんな “歌” たちの中から特に私
たちが大好きな歌を選んで演奏させていただきます。
また、今日伴奏で参加してくださるのは、私たちの保護者や卒団生を中心
とする人たちです。

団体プロフィール
1975 年、宝塚に住む青少年の健全な育成を目的として、宝塚青年会議所によって設立。以来年２回の演奏会を活動の柱に、年
間 20 回以上の演奏活動をおこなっています。また、今までに韓国、台北、アメリカ、カナダ、フィンランド、ハンガリー、ロ
シアなどでの演奏をはじめ、国内各地への演奏旅行を実施する一方、社会や地域との繋がりも大切に活動しています。団員は小
学校 1 年生から高校 3 年生までの約 90 名。

指揮者：西牧　潤
宝塚少年少女合唱団、合唱団ボイスフィールドなどの指揮者のほか、オペラの指揮、管弦楽など
の楽器とのコラボレーション、シアターピース作品への取組みなど、幅広い演奏活動のほか、地
域の音楽振興活動にも力を注ぐ ｡ 芦屋合唱協会会長 ｡ 平成指揮者十人の会、合唱人集団『音楽樹』、
日本合唱指揮者協会会員 ｡ 小林研一郎、斉田好男の両氏に師事 ｡



7/16
（
日
）

招待演奏
ヴォーカルアンサンブル《EST》＜混声・三重＞　指揮：向井正雄

Motetten “Jesu, meine Freude” （イエスよ、わが喜び）BWV227 から 3 ～ 7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Johann Sebastian Bach 作曲）
Quatre petites prières de Saint François d’ Assise

　　　　　（アッシジの聖フランチェスコの四つの小さな祈り）から　（Francis Poulenc 作曲）

　Ⅲ Seigneur je vous en prie（主よ、あなたに祈る）

Ave verum corpus（まことのお身体）　（Francis Poulenc 作曲）

Salve Regina（めでたし、天の女王）　（Francis Poulenc 作曲）

Cinq Rechants（五つのルシャン）から　（Olivier Messiaen 作曲）

　Ⅲ Ma robe d’ amour（私の愛の服）

O salutaris hostia（おお、救いのいけにえ）

　　　　　　　　　　　　　（Ēriks Ešenvalds 作曲）

１曲目のバッハのモテット３番はヨハン・クリューガー作の同名聖歌を元にした
６曲のコラールと新約聖書「ローマ人への手紙」から歌詞を引用した自由な形式
の合唱とが交互に配されている名曲。２～４曲目はフランス６人組の一人プーラ
ンク中期の作品で、敬虔なカトリック信者であった彼の一面をよく表す、男声・
女声・混声の美しい宗教小曲集である。５曲目は同じくフランスの作曲家メシア
ンのエスプリの効いた珠玉の作品。最終曲は 1977 年生まれのラトビアの若手作
曲家エセンヴァルズの、ソプラノデュエットを配した透明感あふれる作品である。

団体プロフィール
1992 年三重県津市にて結成。ルネサンス時代から現代までの合唱音楽を演奏し、定期コンサートの開催や国内外で活動してい
る。2001 年ドイツ 2006 年イタリア（部門門１位）2009 年フランス（グランプリ受賞）2010 年ヨーロピアングランプリコ
ンクール」（ブルガリア）に出場。2015 年イタリア（3 部門 1 位）。宝塚国際室内合唱コンクール」17 回の金賞（総合１位 3 回）、
全日本合唱コンクール全国大会 9 回の金賞（文部科学大臣賞３回 ) を受賞。津市文化奨励賞 (‘97)、三銀ふるさと三重文化賞 (‘01)、
三重文化大賞 (‘05)、東海テレビ文化賞 (‘15）受賞。

指揮者：向井正雄
Frits ter Wey を始めとする指揮法クラスを受講。ドイツとイタリアで最優秀指揮者賞受賞。９か国で
演奏研鑽を積む。Vocal Ensemble《EST》音楽監督、やちまた混声合唱団常任指揮者、名古屋大学医
学部混声合唱団音楽アドヴァイザー、各地での客演指揮者、合唱講師、審査、“若い芽のワークショップ”
の主宰。オーケストラとの共演や委嘱活動にも力を入れている。
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（
土
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女声アンサンブル C’est La Vie　＜女声・兵庫＞　指揮：山口英樹

無伴奏女声合唱組曲「Missa Trinitas」から（佐藤賢太郎作曲）

　　Kyrie

無伴奏女声合唱組曲集「見えないもの」（金子みすゞ作詩／北川 昇作曲）

　　幻灯　　打出の小槌　　空と海　　かりゅうど　　見えないもの

司祭が告白の祈りを唱え罪の許しを神に祈った後に会衆が「Kyrie」を唱える。若い作曲家である佐藤賢太郎は何百年と受け継がれ
てきたミサ曲の世界を、なめらかなレガートと自然なハーモニーで流れるような３声部の掛け合いにみごとに構成しました。

「見えないもの」は日常の些細な事に喜びを見出した詩人金子みすゞの詩によるものです。曲集の冒頭作曲者の北川先生が「奇を衒
った表現にならないように」と語られているように、この詩の世界観が、キラキラと色づいて届けられるよう心がけました。「見え
ないもの」が見えてくるでしょうか。

団体プロフィール
もっと歌いたい！もっと響きあいたい！の思いから「心ひとつに」を目標に２００９年１０月に結成しました。人生折り返しを
過ぎた？個性豊かな面々が、アカペラ演奏の楽しさと難しさを日々感じながらも歌のある生活を楽しみ精進しています。この度、
憧れのアルティ声楽アンサンブルフェスティバルに初出演がかない、喜びと緊張感でいっぱいです。このドキドキをエネルギーに、

「心ひとつに」私達らしい演奏をしたいと思います。

指揮者：山口英樹
大阪音楽大学声楽科卒。関西を中心にジュニア、大学、一般の十数団体の指揮者として活動する傍ら、客演指揮や講演、講習会講師、
コンクールの審査員として活躍し、委嘱初演や海外公演も多い。各種の合唱コンク－ルに於いて、全国大会出場は 50 回を超える。
日本合唱指揮者協会会員。兵庫県合唱連盟理事。神戸女学院大学講師。

CORO Giovanni　＜混声・岐阜＞　指揮：木村龍司

Ave Maria　No.17 (1918)  （Heitor Villa-Lobos 作曲） 

Ubi Caritas　（Ola Gjeilo 作曲） 

鳥の歌　（一倉 宏作詞／カタルーニャ民謡／信長貴富編曲） 

混声合唱のための「花・恋・歌」　（みなづきみのり作詩／千龍和真作曲）

 　1. 花　 　2. 恋 　　3. 歌 

ヴィラ＝ロボス（ブラジル）は数曲の「アヴェ・マリア」を書いており、この曲は 1918 年にラテン語の歌詞に作曲されたものです。
イェイロ（ノルウェー出身、アメリカ）の「ウビ・カリタス」はグレゴリオ聖歌のような単旋律で始まり、シンプルかつハーモニ
ーの移り変わりが美しい曲です。平和への祈りを込めパブロ・カザルスによりチェロ曲に編曲されたカタルーニャ民謡（スペイン）
の「鳥の歌」は信長貴富が無伴奏混声合唱に編曲した作品です。千龍和真（日本）の「花・恋・歌」は、みなづきみのりさんの愛
らしい３編の詩に作曲されたラブソングで、本日が全曲初演となります。

団体プロフィール
 岐阜県美濃加茂市を中心に活動して、今年創立 15 周年になる室内合唱団です。合唱の好きな仲間が月１度のアンサンブルに集
まり歌を楽しんでいます。「全国各県で歌おう」を目標のひとつとして岐阜県のほか今までに福島、静岡、京都、兵庫、三重、長
野、滋賀、愛知で歌ってきました。古今東西の合唱曲をレパートリーとし、大人の楽しみとしてのんびり無理をせず合唱を楽し
んでいます。ALVEF での７年ぶり３回目の演奏が楽しみです。

指揮者：木村龍司
 CORO Giovanni を主宰・指揮して、宝塚国際室内合唱コンクール、声楽アンサンブルコンテスト全国大会、軽井沢国際合唱フ
ェスティバル等に出演。千龍和真（せんりゅうかずま）の筆名で作曲・編曲活動も行っている。  
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scatola di voce　＜混声・埼玉＞　指揮：森田悠介

A Drop in the Ocean　（Ēriks Ešenvalds 作曲）

Stars（Sara Teasdale 作詞／ Ēriks Ešenvalds 作曲）

O magnum mysterium　（Daniel Elder 作曲）

Alleluia　（Jake Runestad 作曲）

本日は近年活躍しているラトビアの作曲家 Ešenvalds より 2 曲、アメリカの 2 人の若手作曲家より２曲をお届けします。１曲目：
様々な効果音を用いつつ、最大 10 パートのメロディが複雑に絡み合いながら展開するドラマティックな作品です。2 曲目：夜空
の星々の雄大かつ荘厳な景色を感じられる作品です。グラスハープの美しい音色をお楽しみください。3 曲目：アメリカの気鋭の
若手作曲家によるもので、神秘的な雰囲気の中で主が誕生した感動と喜びを歌います。4 曲目：こちらもアメリカの若手作曲家より、
速いテンポと印象的な変拍子のリズムをお楽しみください。

団体プロフィール
2003 年春、指揮者森田悠介を中心に結成。団名はイタリア語で「声の箱」の意。各々が個性的な光を放ちながら、全体でさらに
大きな輝きを作り出す宝石箱のような合唱団を目指し、日々歌声を磨いている。 合唱芸術の追及を一つのミッションとして掲げ、
個々人の歌唱技術向上に加え、どのステージにおいても聴く人が心から楽しんでくれるような演奏を心がけている。全日本合唱コ
ンクールに関東代表として連続出場中。

指揮者：森田悠介
2008 年、東京学芸大学教育学部音楽専攻を卒業。合唱指揮を松下耕氏、声楽を大野徹也氏、ピアノを椎野伸一氏にそれぞれ師事。
2017 年 2 月より YouTube 番組「合唱音楽学校ちゃんねる」を開設・運営する。現在、7 団体に指揮・指導で携わる他、各団体・
学校などで合唱講師を務める。日本合唱指揮者協会会員。

Rara ra-ra Tempo　＜女声・京都＞　指揮：貞方千恵子　ピアノ：丹　千晶

光が　（工藤直子作詩／松下 耕作曲）

女声合唱組曲「虹色の幻想」　（鶴岡千代子作詩／平野淳一作曲）

　ヒマラヤンブルー　きらめき

　ムーンライトイエロー　かがやき

　マリーゴールドオレンジ　あこがれ

「光が」は「合唱のためのたのしいエチュード」より、アカペラ曲で斉唱、輪唱、掛け合いにより歌われる。遊びにきた光と緑あふ
れる地球を歌い心弾む歌。組曲「虹色の幻想」の「ヒマラヤンブルー  きらめき」は純粋に荘重にヒマラヤの上空で毎年展開され
るアネハヅルのきらめく命の厳しい渡りを、「ムーンライトイエロー かがやき」では、ただ 1 人音楽に向かい合うピアニストの無
為の境地を。「マリーゴールドオレンジ あこがれ」では迷いをともないながらも突き進むしかない、まぶしいばかりの青春の炎の
花畑を描いている。( 楽譜前書きより )

団体プロフィール
昨年出演させていただいた Rara ca-ra Tempo のメンバーを含む女声合唱団。2013 年 5 月創立、2014 年合唱連盟のおかあさ
んコーラス大会において、優秀賞と浅井敬壹特別賞を受賞、2016 年関西レディースコーラスフェスティバル和歌山大会で和歌山
県理事長賞受賞。個性の異なる２つの合唱団が合同あるいは単独でユニークな活動を展開。

指揮者：貞方千恵子
同志社女子大学音楽学科声楽専攻卒。ドイツ、韓国、ノルウェー、など国内外で弦楽合奏団・オーケストラと共演し「国際親善と
コーラス」をテーマにラジオ大阪に出演。三度の同志社幼稚園創立記念行事の企画指導。母校の音楽学会≪頌啓会≫企画の演奏会
の合唱指導、同志社 DMC コーラス、同志社ウェンディーズコーラス等指導指揮。
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7/16
（
日
）

Noema Noesis　＜混声・東京＞　指揮：堅田優衣

UPOPO　（アイヌ民謡／堅田優衣作曲）

To see a World　（William Blake 作詩／ Sven David Sandström 作曲）

Kaikki maat, te riemuitkaatte　（virsi327 ／ Mia Makaroff 作曲）

Wie ein Kind から 

　1.Wiigen-Lied　（Adolf Wölfli 作詩／ Per Nørgård 作曲）

＜ UPOPO ＞ウポポとは、アイヌ語で「歌」を意味する。３部構成となっており、それぞれ水鳥の踊り、波打ち際で話す神様の
囁き、人間と悪魔の戦いを描く。＜ To see a World ＞ 132 行からなる詩から 4 行を抜粋して作曲。静けさは膨張していき、わ
ずか 4 分の演奏に永遠を垣間見る。＜ Kaikki maat, te riemuitkaatte ＞ラヤトンに初演されたキリスト教音楽。スキャットを
用いたポップな曲調で、全世界の幸せを願う。＜ Wiigen-Lied ＞生涯のほとんどを精神病院で過ごしたヴェルフリは、独自の言
語で詩作を行った。その奇妙な世界観にノアゴーも多大な影響を受けている。

団体プロフィール
全日本合唱連盟主催 JCA ユースクワイアの第３回（2014 年 3 月）において、アシスタントコンダクターを務めた堅田優衣の呼
びかけにより結成。新たな合唱の可能性を開拓すべく短期間で高度な音楽を作り上げるスタイルで活動する。実験的な試みに加
えて、そこにメッセージ性のある、もう一度聞きたい音楽を目指す。これまでに東京、京都、兵庫、福岡にて演奏会を開催。第
32 回宝塚国際室内合唱コンクール（ルネサンスバロック部門）同賞受賞。

指揮者：堅田優衣
5 歳よりピアノを始める。桐朋学園大学音楽部作曲理論学科および同研究科修了。2015 年シベリウスアカデミー合唱指揮科修士
課程を修了し帰国。2014 年 Noema Noesis を発足、現在芸術監督・指揮者を務めている。また 2016 年女声合唱団 pneuma
を設立。カワイ出版から「志士のうた」、フィンランド・スラソル社より「Ave Maria」「UPOPO」、また「樋口一葉日記～書いて、
生きる」が Miela Harmonija 社より出版された。
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Ensemble Moi Moi　＜混声・愛知＞　

Ned i vester soli glader　（ノルウェー民謡／ Grete Pedersen 編曲）

Krist stod op af Døde　（ノルウェー民謡／ Henrik Ødegård 編曲）

Pakkanen　（Traditional ／ Soila Sariola 編曲）

Nouse lauluni　（Traditional ／ Soila Sariola 編曲）

Dobbin’ s Flowery Vale （アイルランド民謡／ Matti Kallio 編曲）

1. Ned i vester soli glader 
　 「日は西に沈む」ノルウェー民謡。日が沈んでも神様が空から見守って下さるという、人々の信仰と美しい風景を描いている。
2. Krist stod op af Døde
　 「キリストは死者より立ち上がり」ノルウェー民謡。キリストの復活の様子をメリスマや微分音などを用いることで、力強く表

現している。
3. Pakkanen
　 フィンランド語で「氷点下の寒さ」を意味する。フィンランドの冬は厳しいが、人々はその寒さを楽しんでいる風景を曲に表した。
4. Nouse lauluni
　 フィンランド語で「私の歌」を意味する。叙事詩「カレワラ」の一部を用いており、フィンランドの自然に対する畏敬の念を

歌っている。
5. Dobbin’ s Flowery Vale 
　 美しいソプラノソロからはじまり、「エメラルドの島」と呼ばれるアイルランドの美しい風景を言葉でなくヴォ－カリ－ズで歌

いあげる。

団体プロフィール
愛知・岐阜・三重の東海三県を中心に全国各地から若手合唱人が集まり結成されたアンサンブルグループ。メンバーが各々の経験
を持ち寄り、ぶつけ合いながら高い音楽性を追究している。第 22 回愛知県ヴォーカルアンサンブルコンテスト大学・職場・一般
部門で金賞を受賞。第 31 回国民文化祭・あいち 2016 合唱の祭典 in 愛知にて、愛知県代表として出演する。現在は演奏会賛助
出演やアンサンブルグループ同士のジョイントコンサートなどの機会を随時募集中。

アンサンブル Dolce & 南山田コール Più　＜女声・大阪＞　指揮：福田美保

琵琶湖周航の歌　（小口太郎作詞／吉田千秋作曲／石若雅弥編曲）

海のメドレー
　われは海の子　（作詞作曲不詳）

　かもめの水兵さん　（武内俊子作詞／河村光陽作曲）

　うみ　（林柳波作詞／井上武士作曲）

さんさい踊り　（富山地方わらべうたによる／間宮芳生作曲）

はにゅうの宿　（里美義作詞／Ｈ . ビショップ作曲／松下 耕編曲）

しゃぼん玉　（野口雨情作詞／中山晋平作曲／小阪恵一編曲／福田美保補作）

『琵琶湖周航の歌』旧制第三高校（現在の京都大学）ボート部の行事で＜ひつじぐさ＞のメロディに合わせて歌われてから今年で
100 年を迎える。『海のメドレー』昔、口ずさんだ懐かしい＜われは海の子～かもめの水兵さん～うみ＞の３曲。『さんさい踊り』
初代藩主前田利次が富山城に入城した1639年頃から女児の健やかな成長と厄よけを願って踊られるようになった。『はにゅうの宿』
明治初期に輸入されたビショップの曲に訳詞をつけて日本の唱歌として歌い継がれている。『しゃぼん玉』亡くした子供への鎮魂歌。
ピアノ伴奏付をアカペラでお洒落に。

団体プロフィール
「Dolce」はアカペラを愛し発声を学ぶ仲間。大阪府、奈良県のアンサンブルコンテストで銀賞、兵庫県アンサンブルフェスタで知
事賞を受賞。「Più」は子供たちに笑顔とパワーを！という思いから発足し、小学校・地域の行事等で積極的に活動。共に福田先生
の熱心なご指導のもとアカペラの響きに魅せられアンサンブルを楽しんでいます。本日は素晴らしいホールで姉妹合唱団として、
合同演奏できますことに感謝致します。

指揮者：福田美保
武庫川女子大学音楽学部声楽学科卒業。声楽を中山禎一氏に、ハンガリーカンテムス国際合唱指揮者コースにてデーネシュ・サボ
ー氏に師事。教職を経て現在合唱指揮者及びヴォイストレーナー。「女性指揮者の会」の代表として会員と共に合唱のあり方を求め
講習会等開催している。日本合唱指揮者協会、合唱人集団「音楽樹」各会員。



Ensemble  Mikanier　＜混声・和歌山＞　指揮：阪本健悟

混声合唱アルバム「小さな愛、4 色」から　（みなづきみのり作詩／相澤直人作曲）

　林檎のかたち　　
無伴奏混声合唱曲集「レモンイエローの夏」から　（みなづきみのり作詩／田中達也作曲）
　レモンイエローの夏　　
混声合唱アルバム「私の窓から」から　（みなづきみのり作詩／相澤直人作曲）

　蜜柑の木　　
混声合唱曲集「葡萄の樹」から　（みなづきみのり作詩／信長貴富作曲）
　葡萄の樹　　

4 年ぶり 2 度目の出演となる今回は、『色彩』にこだわりカラフルな果物をタイトルに冠した 4 曲をセレクトしました。作詩はす
べてみなづきみのりさんによるものです。「林檎のかたち」、「レモンイエローの夏」は愛・恋の歌、優しい愛、甘酸っぱい恋を、「蜜
柑の木」はミカニエの団歌的存在ですが、ザ・演歌！作曲家のミカニエに対するイメージなのか！？溢れ出るパッションでコテコ
テに歌い上げます。「葡萄の樹」はスケールの大きい曲ですが、私たちの音楽がその蔦のように拡がり実を実らせ、皆様とともに
感動を共有できればと思います。

団体プロフィール
団名は「みかんの木」を意味する日本語とフランス語の造語。音楽監督である伊東恵司氏主宰の合唱団「葡萄の樹」に由来し、地
元和歌山に根差した合唱団にしたいとの想いが込められている。定期演奏会を毎年開催している他、近年はコンクール等県外での
演奏活動も増えている。創団10周年を迎え、12月10日に第10回定期演奏会～千原英喜×みなづきみのりによるシューベルティ
アーデ in 京都をベアティホールにて開催予定！

指揮者：阪本健悟
同志社大学在学中に合唱と出会い、2007 年和歌山にて Ensemble Mikanier を立ち上げ、指揮活動を開始。現在ほかに、和歌山大学ア
カペラアンサンブル、女声合唱団 Mimosa、和歌山市立明和中学校合唱部を指揮、指導している。和歌山県合唱連盟事務局長 ( 理事兼任 )、
JCDA 日本合唱指揮者協会会員。

合唱団 ぬっく　＜混声・東京＞　指揮：服部純也

無伴奏混声合唱による「コルシカ島の２つの歌」から　（コルシカ島の伝承歌／信長貴富編曲）

　O Barbara furtuna　（ああ、なんと酷な運命か）

無伴奏混声合唱のための「なんと なんと なんしょ」　（淵上毛錢作詩／瑞慶覧尚子作曲）

　なんと なんと なんしょ　　冬の子守唄　　河童　　とほせんぼ
Ronda Catonga　（ウルグアイフォークソング／ Idefonso Pereda 採譜／ Pablo Trindade Roballo 編曲 )

しあわせな一日は （立原道造作詩／山下祐加作曲）

熊本の詩人淵上毛銭の詩に瑞慶覧尚子が作曲したわらべうたのような組曲「なんと なんと なんしょ」の 4 曲をステージの中心に
置き、コルシカ島の代表的な民衆歌「O Barbara furtuna」やユネスコ無形文化遺産であるウルグアイの “カンドンベ”「Ronda 
Catonga」の 6 曲を世界のフォルクロアとして取り上げます。どの曲も人々の生活から抽出された生命の輝きが躍動感を伴って《う
た》として鮮やかに表現されています。最後に歌う「しあわせな一日は」私たちの愛唱曲です。ぬっくりぬくぬくお聞きください。

団体プロフィール
合唱団 ぬっくはぬっくりぬくぬく歌うことをモットーとして、東京都内の大学生を中心に 2013 年 6 月に結成された混声合唱団
です。「ぬっく」という名前は「心地よい隠れ家」を意味し、そこに集まる愉快な仲間たちがより魅力的な《うた》を表現するこ
とを目指し、毎週日曜日に東京都千代田区で活動しています。2018 年 2 月 10 日 ( 土 ) 小金井 宮地楽器ホール 大ホールにて『合
唱団 ぬっく 第 1 回演奏会』を開催します！

指揮者：服部純也
日本大学文理学部ドイツ文学科卒業。昭和音楽大学短期大学部音楽科合唱指導者コース在学中。合唱指導法を山舘冬樹、声楽を八
尋久仁代、ピアノを飯原千恵子、飯田佐恵の各氏に師事。合唱団 ぬっく、Paulownia Male Choir の指揮者を務める他、合唱団
お江戸コラリアーずに歌い手として参加している。
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アンサンブル Vine　＜混声・京都＞　指揮：伊東恵司

無伴奏混声合唱のために「廃墟から」から　

　第一楽章　絶え間なく流れてゆく　（原民喜作詩／信長貴富作曲）

無伴奏混声合唱のための「うたおり」から　（みなづきみのり作詩／松下 耕作曲）

　夕餉

混声合唱のための「南京玉簾」　（千原英喜作曲）

混声合唱のための「八重山 ･ 宮古の三つの島唄」から　（松下 耕作曲）

　狩俣ぬくいちゃ

「廃墟～絶え間なく流れていく」は詩人原民喜の文章の断片から構成され、ヒロシマに落ちた原爆の悲惨と平和への願いをサウンド
スケープ的な手法を用いながら立体的な音像として表出した日本合唱界の金字塔的な作品です。「夕餉」は家族（夫婦）が日々の生
活に感謝しながら平和や平穏のありがたみをしみじみと感じさせる松下耕の作品。「南京玉簾」と「狩俣ぬくいちゃ」は様々なバリ
エーションを持つ日本の伝承歌やフォークロアを取り上げました。「平和の色彩」をテーマにする世界合唱シンポジウムで発表する
曲から選びました。

団体プロフィール
「Vine( ヴァイン )」とは「葡萄の蔓」です。葡萄の蔓がしなやかにのびていくように、音楽を通して心が広がっていくこと、人と
人とがつながっていくこと…その「ぬくもり」を大切に活動しています。今年はなんと来週からバルセロナで開催される第１１回
世界合唱シンポジウムに出演することになりました。このフェスティバルは久しぶりの出演。バルセロナへの壮行も兼ねて、張り
切って演奏したいと思います。

指揮者：伊　東　恵　司（p.1 参照）
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