
AL
TI

   V
O

CA
L  

EN
SE

M
BL

E  
FE

ST
IV

AL 京都府立府民ホール“アルティ”開館30周年記念事業

7/14 （土）▶7/16 （月祝）
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アルティ声楽アンサンブルフェスティバル
2018

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル
2018

～集い、歌い、聴き、学ぶ～

主催：アルティ声楽アンサンブルフェスティバル実行委員会
　　　創＜（公財）京都文化財団・（株）コングレ共同事業体＞
後援：全日本合唱連盟、京都府合唱連盟
協力：株式会社進々堂
　　　有限会社アールミック ジョヴァンニ・レコード事業部
　　　合唱団「葡萄の樹」

京都府立府民ホール“アルティ”



ごあいさつ

代表・実行委員長　伊　東　恵　司

　7月の京都は、祇園祭のわくわくするような賑わいに包まれています。京都の町は旧来、相互扶助や自治意識

が高く、世代を越えた人と人との繋がりが様々な行事や文化を支えてきたと聞きます。アンサンブルフェスティ

バルでは、少ない人数で歌うことになりますが、その分一人一人のかけがえのなさや個性、果たすべき役割を確

認し合うことが出来るように思います。つまり、アンサンブルで歌うことは、我々が世の中で協力しながら「生

かし、生かされていること」を実感することに繋がるのではないでしょうか？

　さて、今年はアルティホールの30周年記念の年と重なり、何と3日間の開催となりました。初日と2日目に

は、公募参加者による「合唱物語」と、和楽器を含めた「シアターピース形式」というこのホールの特性を生か

した二つの委嘱作品の発表を予定しています。「声楽アンサンブル」というものが、単に美しいサウンドを立ち

上げるという表面的な事象に終始することなく、声と身体、歌と言葉、人と人との関係性の中で表現をするとい

うこと…、と向き合い、様々な角度から「ともに歌うこと」の可能性を展開していこうと思っております。

　全国から集まっていただいた多彩なアンサンブルメンバー、豪華なゲスト団体の演奏、楽しいワークショップ

…と、見どころ満載です。どうぞ三日間参加くださり、音楽の喜びをともに分かち合いましょう。

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」「Ensemble Vine」）に選出される等、海外公演も多数。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。
　他方で「みなづきみのり」のペンネームで作詞活動を展開。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おり、2014 年には松本望作曲「ゆうやけ」
が合唱連盟コンクール課題曲となる。また、合唱物語というジャンルを開拓し、創作物語のテ
キストと構成全般を担当。「夢見る翼の歌」「青を巡るクジラ」（山下祐加）、「さびしがりやのサ
ンタクロース」（松波千映子）等、多数の作品が誕生している。千原英喜によるシューベルトの
連作歌曲集「美しき水車小屋の娘」混声合唱編曲版では大胆な日本語訳詞を手がけ話題にもな
り、現在、世界の愛唱歌について、新訳、新しい歌詞で歌唱する試みにも挑戦中。イギリス民
謡などが発表され好評を得ている。

京都府立府民ホール“アルティ”館長　雨　宮　　　章

　1988年秋、文化の府・京都のシンボルとして誕生した府民ホール“アルティ”…皆様方の温かな御支援のも

と以来 30年を迎えます。なかでも「アルティ声楽アンサンブルフェスティバル」は今夏 14回目を数え、祇園

囃子で華やぐ夏の恒例イベントとして多くの方々に愛されてまいりました。

　今回は30周年を祝祭し実に3日間にわたり、これまでにない合唱劇やシアターピースの演奏なども含む多彩

で魅力あふれるプログラム構成となっております。歌は心の翼そして心の色エンピツ…歌とともに昼下りのひと

とき、どうかお楽しみいただければ幸いです。
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ワークショップ
7/14（土）

　表現する～音と呼吸と身体と

講　師：二　口　大　学
俳優。京都を拠点に全国及びロシア他海外でも公演を行う〈このしたやみ〉のメ
ンバー。近年合唱劇の演出も手掛ける。龍谷大学、神戸学院大学非常勤講師。京
都市若者サポートステーション就労支援、京都府精神保健福祉総合センター講師。
第10回関西現代演劇俳優賞受賞。

7/16（月祝）

　 「出発」～作曲者の指導で
　　「NHK全国学校音楽コンクール課題曲」 を歌ってみよう

講　師：松　下　　　耕
1962年東京生まれ。作曲家、合唱指揮者。国立音楽大学作曲学科首席卒業。卒業
後、ハンガリーに渡り、合唱指揮法及び作曲法を学ぶ。レメーニ・ヤーノシュ、モ
ハイ・ミクローシュ他に師事。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、作品は世界各国で広く演奏されており、同じく楽譜も国内外で
出版が相次いでいる。同時に指揮者として東京合唱アライアンス〈耕友会〉芸術総
監督として12団体の指揮を務めるほか、耕友会外の国内2団体の常任指揮者を務
め、各国の合唱団から客演指揮者として招聘されている。一般社団法人東京国際合
唱機構代表理事。耕友会芸術総監督。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。東京都合唱連盟副理
事長。全日本合唱連盟東京副支部長。

歓迎演奏
コールメイプル／みやづKidsハーモニー／みやこ・キッズ・ハーモニー 

　京のわらべ歌 

　　祇園祭のお札売り　四方の景色　ひとめふため　一条戻り橋　いんでこ大文字

©武藤 章

コールメイプル みやづKids ハーモニー みやこ・キッズ・ハーモニー
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委嘱曲紹介
合唱物語「パン屋さんの匂いでしょ」　（みなづきみのり作詩／山下祐加作曲）

指揮：伊東恵司　ピアノ：山下祐加
ナレーション：広田ゆうみ　
合唱：夢のパン工房　
演出：二口大学

1. クロワッサンのある朝食
2. なんでもサンドイッチ
3. あんパン食べよう
4. パンはいつから～エジプトパン
5. 菌は菌でもイースト菌
6. クロックムッシュ！
7. パン屋さんの匂いでしょ

指揮：伊東恵司
p.1 参照

作曲・ピアノ：山下祐加
東京藝術大学大学院音楽研究科作曲専攻修了。作曲を尾高惇忠、日野原秀彦の各氏に師事。在学
中創作オラトリオ『李陵』を初演のち再演された。2013 年、現音作曲新人賞入選。2014 年、
第 25回朝日作曲賞受賞。合唱曲『We always stand by you』、『ありがとうの花束』、混声合
唱組曲『私たちは一人ではない』、『ねむりのもりのはなし』、『光のために』、『燕の歌』がカワイ
出版から、女声合唱のための『わらい』がパナムジカから出版されている。またジョヴァンニ・
レコードよりCD『ふるさとのように　山下祐加　混声合唱作品集』が発売された。その他、都
留文科大学愛唱歌、取手市立取手西小学校校歌を作曲。

ナレーション：広田ゆうみ
俳優。演劇ユニット〈このしたやみ〉に参加するほか、〈広田ゆうみ朗読の会〉として朗読公演も
行う。他劇団への客演や、合唱・舞踊・能楽などの他分野との共演、近年は落語にも取り組むな
ど、様々な舞台に出演している。京都若者サポートステーション就労支援事業講師等。

合唱：夢のパン工房
この作品を演奏するために集まった公募合唱団。5月から週
に 1回練習を重ねてきました。ただ歌うだけでなく、全身を
使って表現する喜びに目覚め、毎回の練習が楽しくて仕方あ
りませんでした！今日は皆さんがパンを食べたくなるような
演奏をお届けできるように頑張ります。

演出：二口大学
p.2 参照

「パンの思い出」

京都府庁前の「進々堂」のカウンターに座り、物思いにふけりながら一人でパンを食べていたときに、突然パンを題材にした歌
詞を作ってみたくなりました。と同時に、一気に合唱物語の緩やかな輪郭が自分の頭の中で出来上がり、この興奮と盛り上がり
を誰に伝えようかと考えたときに、きっと面倒な顔一つせず返信いただけるに違いない山下祐加さんに 10曲分（本編からは 3
作削りました）のタイトルをメールして送ったのでした。（それがこの合唱物語の始まり。予想通りの返信をいただいたことを関
係者に自慢したところ、「忙しい作曲家の時間を取ってはならない」と、たしなめられたものです。）

パンには私たちの感性をくすぐる独特の表情があるように思えます。
パンはある種の夢を持った食べ物でもあると言えるのかもしれません。私がよく思い出すのは、まずはあんぱんのことです。小
学生の低学年の頃、怪我の治療のために毎週母に連れられて川端の京大病院に通っていたのですが（その時間は私にとってはオ
フィシャルに授業を休めるという秘かな楽しみの時間でもありました）、治療には痛みが伴い辛抱を要するのに私が健気に振舞っ
ていたために、母親は治療が終わるたびにご褒美のように病院の購買部であんぱんとミニカーを買ってくれていたのでした。あ
んぱんを食べながらミニカーを選び、眺めることは私にはとても楽しみな時間だったことを思い出します。（ちなみにミニカーは
数を重ね、やがて一つの町が出来るほどになっていました）
近所に手作りパンの店が出来ると、日曜日の朝ごとに兄と買いに行くのが楽しみでした。（クロワッサンに感動したものの、今も
昔もよくこぼしてしまいます）
ほとんどパンを食べなかった父親が、1か月に渡るヨーロッパでの出張を終えて帰ってくると、急に毎朝パンを食べ出したこと
も微笑ましい思い出です。
20歳の頃、ゼミの先輩によくアラビアパンの店に連れて行かれました。アラビアの肉パンを食べながらよくジャズとバタイユ
と小津安二郎の話を聞かされていたものでした。
パンと言えば昔は食パンと菓子パンが中心でしたが、今では、いろんな種類の美味しいパンがたくさん食べられますね。私は変
わらずシナモンロールが好きです。

さて、私たちは、誰とどんなパンを食べてきたのでしょうか？
どんな話をしながら？
どんなことを考えながら？
どんなお皿で？
どこで？
一人暮らしの最初の朝にパンを食べた人はありますか？
誰かの食パンにジャムを塗ってあげたことがありますか？
誰かと一緒にサンドウィッチを作ったことがあるでしょうか？
パンを巡って、パンを介して、私たちはたくさんの場面を生き、たくさんの思いを募らせ、溜息もつき、たくさんの夢を見てき
たのではないでしょうか？

レイモンド・カーヴァ―の短編小説「A Small, Good thing」のラストシーンを紹介しましょう。不慮の事故で子どもを失った
父母に、子どものいないパン屋の主人はそれまでの誤解を詫び、自分自身の寂しい境遇を話した後にパンを差し出します。
「それでもちゃんと作られたものを食べて、頑張って生きていかねばならないのですよ。こんなときは、物を食べることです。そ
れはささやかなことですが、少しばかりは助けになるのですよ」
数日間、何も食べることが出来なかった夫婦はパンの匂いをかぎ、一口食べてみます。
「糖蜜とあら挽き麦の匂いがする」
深夜でしたが、三人はコーヒーで温まり、パンを食べながら朝まで語り合うのでした。

パンによって悲しみが癒えるなどということはないでしょう。それでも、しっかり作られたものが、生きていかねばならない人
の生命や気持ちを支える助けにはなるのかもしれないですね
食べ物は誰かの役に立つために心を込めて作られるもの。
私たちの音楽も、私たちの演奏もそうでありたいものです。
 

みなづきみのり／いとうけいし

撮影　松原豊
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委嘱曲紹介
歌と語りのためのシアターピース≪戻り橋≫　（みなづきみのり作詩／増田真結作曲）

指揮：伊東恵司　十七絃箏唄：中川佳代子　アルト：中坂文香　バリトン：池田真己
合唱：アンサンブルアルティ、みやこ・キッズ・ハーモニー
演出：二口大学

壱の段
弐の段
参の段

指揮者：伊東恵司
p.1 参照

十七絃箏唄：中川佳代子
高崎芸術短期大学卒業。NHK邦楽技能者育成会卒業。CD「沢井忠夫合奏団の世界」が文化庁芸術作品賞受賞。’93青山音
楽賞受賞。‘98文化庁芸術研修員認定。’02賢順全国箏曲コンクール最高位「賢順賞」受賞。’13京都市芸術文化協会新人
賞受賞。現代音楽の初演、洋楽器、朗読との共演、オペラ、即興演奏など多彩な場所で演奏活動を展開。

アルト：中坂文香
同志社女子大学学芸学部音楽学科声楽専攻卒、同大学音楽学会≪頌啓会≫特別専修生修了。ソリストとしてホールやサロンで
の演奏会出演の他、水族館や球場、お寺など多様な舞台での演奏活動を展開。また近年は、声楽講師・ボイストレーナーとし
ても手腕を発揮し、歌を愛する多くの人々や合唱団から信頼を得ている。

バリトン：池田真己
1990年生まれ。大阪と京都の境目、島本町在住のバリトン歌手。大阪府立春日丘高校を経て京都市立芸術大学卒業、同大学
大学院修了。第 37回飯塚新人音楽コンクール第 2位。6月神戸にてファンタジックオペラ「泣いた赤鬼」で青鬼役で出演。
2016年「戻り橋」初演時も太郎役を務めた。現在、神戸市混声合唱団団員。

アンサンブルアルティ
ソプラノ 乃村八千代・石堂　藍・大江美里・佐藤菜々子・松嶋弥生
アルト  村井優美・長谷川明莉・大島春帆・福田実奈・山名　妙
テノール 沖　正樹・村上哲夫
ベース  宮尾和真・井上和也・櫻井史明・中塚　滋

演出：二口大学
p.2 参照

作曲：増田真結
京都市立芸術大学大学院音楽研究科博士 ( 後期 ) 課程修了、博士号（音楽）取得。第10回東京国
際室内楽コンクール第 3位入賞、第 23回現音作曲新人賞受賞、第 15回及び第 18回奏楽堂日
本歌曲コンクール作曲部門一般の部第 2位入賞、第 78回日本音楽コンクール作曲部門入選。 
<Klanginstallation>（ドイツ）、2017 年東アジア芸術文化都市閉幕式典（韓国）、Music 
From Japan（アメリカ）などに委嘱作を出品。JCMR Kyoto の活動により平成25年度京都市
芸術文化特別奨励者に認定。京都教育大学講師、京都市立芸術大学非常勤講師。

「願いをかける・橋をかける」～≪戻り橋≫のテキストについて

　府民ホールアルティを出て、虎屋菓寮を横目に一条通りを西へと向かうと「一条戻り橋」に差しかかります。

堀川に架かる橋です。もちろん今の橋は平成になってから架け直された新しいものですが、古くは遥か平安京が

作られたときに架橋されたと言われ、以後千年以上の歴史の中で、位置を変え何度も作り直されながら様々な伝

説の舞台となってきています。京都の人ならばこの「戻り橋」を巡るさまざまなエピソードについてご存知の方

も多いでしょう。

　本作品のテキストは、それらの具体的な伝承に関わらず「橋」そのものの持つ象徴性を軸に架空のエピソード

を設定し、言葉を紡いでいます。「橋」は、川によって隔てられている異世界を取り結ぶものでもありますが、

例えばそこから派生して、「現世と彼岸を結ぶ」という役割やイメージを担うことがあるように思います。加えて、

近松門左衛門の「心中天網島」や三島由紀夫の名作短編「橋づくし」を思い出しても、「橋を渡る」ということ

そのものが、「念願、願掛け」という文学的なメタファーを持つようにも思うのです。

　３段に分けたこの作品では、橋のたもとで番人をする「鬼」を弐の段に配置し、壱の段では「母を亡くした少

年が、母に会いたいと願うエピソード」、参の段では「息子を戦地に送り出した母が、亡くなった息子に会いた

いと願うエピソード」を据える鏡構造としています。少年は母の亡霊に励まされ子どもたちの輪の中に戻り、年

老いた母は命と引き換えにひと度だけ息子の亡霊に出会います。生と死とは、時おり扉を開き、呼びかけ合い、

触れ合いながら、限りない命の循環を形成しているのではないかと思います。

…夕立の後の雨の匂いの中に懐かしい人を思い出すことがあるように…、桜を散らす風の向こうに会いたかった

人の幻を見ることがあるように…、時間とは多層的に流れ、夢は現実と紛れながら存在しているのではないでし

ょうか。

　さて、私のテキストは最初から作曲の増田真結さんと十七絃と唄を担われる中川佳代子さんを想定したもので

したが、増田さんがテキストに芸術音楽としての新たなパースペクトを与えられ、中川さんが驚くべき技量で曲

に魂を注入してくださっています。これまで部分発表されてきたものですが、本日は、二人のソリスト、アンサ

ンブルのメンバー、子どもたち、演出家、によるチームで初めて完全版の演奏をすることになります。ホールの

空間で生み出される「ゆめうつつ」のひと時を共有出来ることを嬉しく思っています。

 

（みなづきみのり／いとうけいし）

　あらたに〈壱の段〉を加え完全版を初演する運びとなりました。児童合唱に混声合唱、十七絃筝唄で編成する

本作は、多様な声と旋律を並存させることを主題としています。東と西、彼岸と此岸、過去と現在、言葉とうた、

わたしとあなた、わたしと「わたし」。近づきあうほど浮かび上がるのは飛び越えることのできない境界線です。

川を渡ることはできないけれど橋を架けようと手を伸ばす。みなづきみのりさんの詩に助けられ、それが音楽と

して現出することを願っています。

（増田真結）
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招待演奏

レガーロ東京　＜女声・東京＞　指揮：古橋富士雄　　ピアノ：安 里佳子

女声合唱のための　「謡舞 UTA-MAI」　（松下 耕作曲）

Ave  Maria　（Guy Forbes 作曲）

Making  Waves　（Bob Chilcott 作詞・作曲）

無伴奏女声合唱のための　「万葉恋歌」　から　（信長貴富作曲）

　　4. 天の火（狭野弟上娘子  和歌）
　　5. 山桜花（大伴家持  和歌）

影を慕いて　（古賀政男作詞作曲／信長貴富編曲）

今回が初の関西公演となるレガーロ東京。数々のレパートリーの中か
ら、特にレガーロ東京らしさを感じていただける曲を選びました。
1曲目は、長唄の「吉原雀」をモチーフとした合唱曲「謡舞」。長唄、
歌舞伎、御神楽といった伝統芸能を織り交ぜ、太鼓、小鼓、三味線、篠
笛などの楽器も全て声と身体で表現する、重厚感のある作品です。
2曲目にGuy Forbes の「Ave Maria」、3曲目にはBob Chilcott に
よるモールス信号を題材とした作品「Making Waves」、4曲目は万葉
集を素材とした「万葉恋歌」より、対照的な「天の火」と「山桜花」を。
最後は、古賀政男の「影を慕いて」で締めくくります。哀愁漂う昭和の
名曲をご堪能ください。

団体プロフィール
2010年結成。教会音楽から昭和歌謡、現代音楽に渡る幅広いレパートリーを持つ。2012年 5月、フランス・パリ公演にて
海外デビュー。2013 年 10月、釜山国際合唱祭＆コンクールにて、エスニック部門金賞受賞（1位・単独）。2015 年に第
11回軽井沢国際合唱フェスティバル（軽井沢町）、2018年にはアルティ声楽アンサンブルフェスティバル（京都市）に、そ
れぞれ招待合唱団として招聘されている。また結成以来、学校教育音楽や課題曲を中心とした多くのレコーディングやコンサ
ートに参加しているほか、5枚のアルバム作品をリリースしている。
公式サイト：http://regalotokyo.syncl.jp/ 　ブログ：http://ameblo.jp/regalotokyo/
Facebook ページ：https://www.facebook.com/regalotokyo/
YouTube「レガーロ東京」で検索

指揮者：古橋富士雄
1943年東京生まれ。これまでに原信子オペラ研究所の専属ピアニスト、NHK東京児童合唱団常
任指揮者（音楽監督）、桐朋学園大学音楽学部講師、東京家政学院短期大学講師、日本合唱指揮者
協会理事長、浜松市アクトシティ音楽院音楽監督、NHK「Nコン on the Web」の解説者を歴任
する。現在 10の合唱団の音楽監督を務める他、講習会、コンクール審査等、合唱界の指導的立
場を担っている。
NHK東京児童合唱団名誉指揮者、日本合唱指揮者協会常任相談役、日本コダーイ協会理事。

招待演奏

MODOKI　＜混声・佐賀＞　指揮：山本啓之　ピアノ：濱手美貴子

無伴奏混声合唱組曲「心よ」から　（八木重吉作詩／北川 昇作曲）

　　Ⅰ．黎明

ありがとう　（谷川俊太郎作詩／松下 耕作曲）

－前へ－　（佐藤賢太郎作詞・作曲）

混声合唱とピアノのための「くちびるに歌を」から　
　　　　（ツェーザー・フライシュレン詩 /信長貴富訳 /信長貴富作曲）
　　くちびるに歌を

今回の演奏は今を生き、素晴らしい音楽を発信されている4人の邦人
作曲家の先生方の作品を演奏させて頂きます。2014 年MODOKI の
演奏会にて委嘱初演させて頂いた北川昇先生の「心よ」から「黎明」。
2017 年軽井沢国際合唱フェスティバルのおりに松下耕先生に書き
下ろして頂いた「ありがとう」。2013 年東日本大震災の年、歌おう
NIPPONプロジェクトで生まれた佐藤賢太郎先生の「前へ」。ドイツ
人フライシュレンの詩をドイツ語と日本語の交わるスタイルで書かれ
た信長貴富先生の「くちびるに歌を。」それぞれの作品が持つ言葉と
音楽の世界観を感じて頂けるよう京都の地で演奏したいと思います。

団体プロフィール
「何か面白いことはないかのぅ。」1991年 4月。当時、佐賀大学に在学中だった現指揮者山本と初代団長の酒の席での何気な
いひとこと。彼らの思いつきに、集まった16名でMODOKI はスタート。あれから、20年以上が過ぎましたが、指揮者を含
め団員たちの「楽しそう！」「やってみたい！！」という好奇心は留まらず、団員も今や佐賀だけではなく九州を飛び出して、
関西・中部などに在住。月に1回の週末を利用しての練習は長時間ながらも笑いが絶えることがありません。好奇心と宴会を
根底に持ち、『自分たちの演奏を通して作品と聴衆の接点を作り出す赤い糸』を理想に掲げ、合唱音楽と真摯に向き合って活
動を展開しています。

指揮者：山本啓之
1987年佐賀大学入学と共に合唱音楽に出会い、89年に同大学を率いコンクール全国大会にて銅
賞受賞。91年にMODOKI を結成し団員と共に研鑽を積む。全日本合唱コンクール全国大会にお
いて9回金賞受賞。2015、16年文部科学大臣奨励賞を受賞。2016年に女声合唱団monosso（香
川県）2017年には香川二期会合唱団の指揮者に就任。香川県合唱連盟理事。

ピアニスト：濱手美貴子
佐賀大学教育学部音楽科卒業。在京の奏者を含む多くのソリストと共演を重ね、2015年には渡
伊しTSPセミナーに参加。九州北部を中心に声楽・合唱・室内楽など 幅広い分野の共演者として
活動している。佐賀県芸術文化奨励賞ほか受賞。九州龍谷短期大学非常勤講師。
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アンサンブル・パティーナ　＜女声・大阪＞　指揮：許　栄夏

Salve Regina　（Javier Busto 作曲）
The Lord is my Shepherd　（Javier Busto 作曲）
Bruremarsj　（Jan Magne Førde 作曲）
LULLABY OF BROADWAY　（Al Dubin 作詞／Harry Warren 作曲／Arne Dagsvik 編曲）
My Funny Valentine　（L. Hart 作詞／ R. Rodgers 作曲／Bjørn Kruse 編曲）

～ テーマ ～　｢憧れ　そして祈り ｣
●祈り：この地球上には紛争の中で生まれ生活する子供達がいる。成長と共に子供達は「平和への憧れ」を日ごと強くするだ
ろう。親たちは祈り続ける日々だろう。私達もまた平和を祈るしか無い。（ブスト宗教曲）　●憧れ：一方で酷寒の地に居住す
る人々の南国への憧れもまた、長い歴史の中で音楽を通じ垣間見るが、ノルウェーの J.M. Førde 作曲のWeddingMarch
（1991 年）に、南国情緒を感じるのは自分たちだけであろうか。●憧れそして祈り：平和な日常の中にもささやかな祈りや
憧れがある。ミュージカルの全盛・栄華を誇るブロードウェイを暖かく見つめる眼差し（LULLABY OF BROADWAY）、私
の恋人のValentine は少しも格好良く無いのにこんなにも愛しい！と切ない想いを歌うMy Funny Valentine の 2曲のスタ
ンダードナンバー。

団体プロフィール
結成13年目。主なメンバーは大学時代の合唱団のサークル活動以来の友人を中心とし、卒業後の結婚や子育てが一段落した
ところから、再び集って練習を開始した。結成当初は、幼な子を連れての家庭的雰囲気であった。団名のパティーナとは、銅
鐸などに見られる青銅色のことで、その鮮やかで深い青緑色はある程度の時間を経なければ生じない色でることから、転じて
｢経年変化の味わい ｣を意味するもの。大阪府アンサンブルコンテスト銀賞・銅賞。2013年アルティ声楽アンサンブルフェ
スティバル出演。

指揮者：許　栄夏
武蔵野音楽大学音楽学部声楽科卒。森　晶彦氏に師事。国内外の国際音楽講習会にて研鑽を積む。合唱歴は児童合唱団より成人後は
セミプロの日本女性合唱団等にも一時所属。日本発声指導者協会会員。　

パーカッショニスト：祭東聖治
京都市在住。演劇や舞踊の舞台で生楽器音景（サウンドスケイプ）家として彩りを添える。

Rara ca-ra Tempo　＜女声・京都＞　指揮：貞方千惠子

すべての国よ 神をたたえよ －詩篇 177による－　（中瀬古 和作曲）
女声合唱のための「Ave maris stella　花も花なれ、人も人なれ」　（千原英喜作曲）
歌われて　（谷川俊太郎作詩／相澤直人作曲）
チョコレート　（みなづきみのり作詩／相澤直人作曲）
鳥　（川崎 洋作詩／松下 耕作曲）

「すべての国よ 神をたたえよ」はキリスト教の短い詩篇を題材に聖歌隊、会衆で歌う讃美歌として1971年に作曲された。2
曲目「Ave maris stella 」は日本語で「幸あれ 海の星」、細川ガラシャの数奇な運命から生まれた祈りの曲。儒教の教え、聖
歌（夫である細川忠興から聞かされたキリスト教の教えと洗礼）、辞世の句、それらがテキストとなり東西の時空を超えた作品。
「チョコレート」は軽快なメロディで歌われるチョコレート好きにはたまらない 1曲。「鳥」は緩やかに流れる 6/8 拍子の曲
で優しく謙虚な気持ちになリ祈りと温かな愛を歌いあげる。

団体プロフィール
同志社女子大学音楽学科の卒業生を中心に活動している女声アンサンブル。2013年創立。透明な音色のソプラノ、艶やかな
メゾソプラノ、優しい暖かみのあるアルトで構成されているが、曲によりパート間を移動して最適な音色とハーモニーが出来
るように心掛けている。レパートリーは宗教曲から現代曲まで。恩師、中瀬古 和の作品を継承し、世に広めていくのが大きな
目標である。

指揮者：貞方千惠子
ドイツ等、諸外国の合唱団、合奏団、交響楽団と内外で共演、「国際親善とコーラス」をテーマにラジオ大阪に出演。現在、
同志社女子大学音楽学会≪頌啓会≫の中瀬古 和作品のコンサートで演奏されるバリトンと混声オラトリオの指導、指揮。同志
社DMCコーラス等指導指揮、Rara ra-raTempo 及び Rara ca-raTempo 主宰。
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招待演奏

The Ladies’Vocal Artists Antheia　＜女声・東京＞　指揮：松下　耕

女声合唱のための「幸福な女」   （津田まさごろ作詩／松下 耕作曲）

Chapter 1
Prologue お砂糖 
Episode1　 そのうその理由 
Interlude1　 善と偽善の境目 
Episode2　 自分のために生きる 
Interlude2　 ブーム 
Episode3　 いけにえ 
Interlude3　 生きている意味 

Chapter 2
Interlude4　 全人類共通の長所 
Episode4　 貝殻ひとつで 
Interlude5　 精神的な強さ 
Episode5　 北極と南極 
Interlude6　 夢いっぱいの日の苦しみ 
Episode6　 さびしすぎてさびしくない 
Epilogue　 女二種類

2017年に女声合唱団歌姫によって委嘱され誕生した、女性アーティス
ト津田まさごろの14の詩による組曲。 日々の生活の中に埋もれそうな、
けれどたしかにそこにある捉えがたい気持ち・感覚ひとつひとつが言語
化されている。
組曲は全体が二部で構成されており、それぞれの詩・曲が Interlude や
Episode などの異なった役割を果たす。時に世界をどこか冷めた目線
で俯瞰し、時に内向的に自分の価値観を探す言葉たちは、音に命を与え
られ聞く者の心に迫ってくる。「幸せ」とはなんなのだろうか。わたし
たちの「幸せ」はどこにあるのか。

団体プロフィール
2016年 10月創団。周りの環境の変化のために合唱を続けにくくなってしまう女性たちに歌い続けられる場を、という思い
から、経験や年齢を超えて女性の多様なライフスタイルの中で「持続可能な」活動を掲げて結成。松下耕を音楽監督・常任指
揮者として迎える。
団名の「Antheia（アンティア）」は、花・開花を司る神話上の女神アンテイアに由来する。歌い続けられることを前提に音
楽を追求する活動を通して、メンバーひとりひとりが花を咲かせるように人生をより豊かに潤すことのできる場所を目指す。
現在団員募集中、参加資格は高校生以上の女性。

指揮者：松下　耕（p.2 参照）
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女声合唱団コール・ブリランテ　＜女声・大阪＞　指揮：福田美保

Laudate．．．（Rihards Dubra 作曲）
Laudate Dominum　（Rihards Dubra 作曲）
花嫁人形　（蕗谷虹児作詩／杉山長谷夫作曲／池辺晋一郎編曲）
女声合唱のための「紀の国のこどもうた1」から　（松下 耕作曲）
　紀州の殿さん

R. Dubra の 2つの『Laudate Dominum』（主を賛美する）華やかで確かな賛美が歌いあげられ、信心に満ちた歓びのあふ
れた“Aleluja!”に結実している。『花嫁人形』結婚という最高の幸せなのに、どうして花嫁さんは泣くのだろう。衣装が紙な
ので、泣くのを我慢しているのだろう…。作詞家蕗谷虹児の絵には、12歳のとき死に別れた母親の面影が投影されていると
いわれている。『紀州の殿さん』和歌山に伝わるこどものうたを素材として、自由な発想で構成されている。日本の合唱団だ
けでなく海外の合唱団にも広く歌われている。

団体プロフィール
1996 年発足。「透明な声で心に響くハーモニー」を目指し、アカペラを中心に幅広く様々な作品に挑戦しています。第 5回
ミクローシュ・コチャール合唱コンクール東京本選にて銀賞を受賞。全日本おかあさんコーラス大阪大会・優秀賞、関西合唱
コンクールおかあさんの部金賞受賞。2015年ハンガリーペーチ市での「ヨーロッパカンタート」に参加。パワー溢れる福田
美保先生に導かれ、美しい響きとハーモニーを共感できる喜びを感じながら練習に励んでいます。
http://www.geocities.jp/chor_brillante/index.html

指揮者：福田美保
武庫川女子大学音楽学部声楽学科卒業。声楽を故中山禎一氏に、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
会等を開催している。日本合唱指揮者協会、合唱人「音楽樹」各会員。

フォンテーヌ声楽アンサンブル　＜女声・京都＞　指揮：中西秀樹

Veret tuli mun silimihini　（フィンランド民謡／Wuorela & Chydenius 編曲）
Kaipaava　（フィンランド民謡／Pekka Kostiainen 編曲）
“MESSE À TROIS VOIX” から　（André Caplet 作曲）
　Kyrie eleison
　Sanctus
「おおきな木」から　（島田陽子作詩／なかにしあかね作曲）
　はははのは
　たんと
　たらたらと

1　最初の2曲はフィンランドの伝承曲を合唱曲にしたものです。
　 Veret tuli mun silimihiniha は「私の目に涙が」、Kaipaava は「熱望」と訳されます。
2　 アンドレ・カプレはドビュッシーと同時代のフランスの作曲家。彼にとって「3声のミサ曲」はこの1曲だけで後世に名
を残したといえる大変重要な曲です。本日はこの中から「Kyrie eleison」「Sanctus」の 2曲を演奏します。

3　最後はなかにしあかね作曲の「おおきな木」からの3曲です。大阪弁の言葉遊びの要素を持ったとても楽しい曲です。

団体プロフィール
1986年、京都中央少年少女合唱隊の修了生を中心に発足。1988年 ､ ヨーロッパ演奏旅行、関西合唱コンクール初出場で金
賞受賞。1991年、京都府合唱連盟より優れた女声合唱団に与えられる上村賞を受賞。アルティ声楽アンサンブルフェスティ
バルへは 2012年、2014 年に続き 3度目の出場となる。2016年、福島県で開催される声楽アンサンブルコンテスト全国
大会に京都府代表として出場。現在メンバーは15名でほぼ全員が少年少女合唱を経験している。レパートリーはヨーロッパ
のルネサンス時代から現代に至るまでのアカペラ女声合唱を中心に据え、現代日本の作曲家による女声アカペラ曲にも積極的
に取り組んでいる。

指揮者：中西秀樹
京都教育大学教育学部音楽科卒業。ピアノを波多野嘉子・西勇夫、声楽を故蒲池青史・喜多村彪、作曲を藤島昌寿、指揮を大森栄
一・佐藤功太郎の各氏に師事。卒業後30数年間の高等学校勤務を経て、2012年より合唱指揮者に専念。現在フォンテーヌ声楽ア
ンサンブル、むぎぶえの会、女声合唱団コール・エミュ、宇治田原町混声合唱団“緑”大住森のコーラスの各合唱団常任指揮者。宇
治市音楽連盟会長、日本合唱指揮者協会会員。

合唱団ボイスフィールド　＜混声・兵庫＞　指揮：天野裕介

Tres Cantos Nativos　＜ブラジル＞　（Marcos Leite 編曲）
Inuit Hunting Song　＜カナダ＞　（Derek Healey 編曲）
混声合唱のための「風を乗せたい」から　（和合亮一作詩／髙嶋みどり作曲）
　風を乗せたいのです
Vamuvamba　＜ケニア＞　（Boniface Mganga 編曲）

世界の民族音楽をゆるやかなテーマに。「Tres Cantos Nativos」はアマゾン河畔クラオ族の歌うメロディ。強烈なエネルギ
ーを持って躍動するリズムが印象的です。「Inuit Hunting Song」では勇敢なイヌイットが狩りの様子を自慢げに語り、背景
の合唱は夜明けから日没までをヴォカリーズで表現します。「Vamuvamba」はケニア・ティリキ族の言葉と伝統的なメロデ
ィ。アフリカ民謡のような印象を受けますが、イエスを讃える聖歌です。そして和合亮一さん作詩の「風を乗せたいのです」。
多彩なメンバーの思いやりで成り立つボイスフィールドを象徴する曲として、今日の１曲に含めました。

団体プロフィール
芦屋を本拠に創立41年目、10代から 70代までの約30名が集う混声合唱団。音楽未経験者からベテランまで、様々な個性
がお互いを尊重しながらのびやかに音楽を楽しんでいる。活動の中心を年1回の定期演奏会に据え、シアターピースや民族音
楽、オーケストラ付き作品など、多様なジャンルへ積極的に挑戦。また千原英喜氏、北川昇氏、谷岡千代氏を始めとする多く
の作曲家に新曲を委嘱。新しい合唱曲の制作にも力を注いでいる。

指揮者：天野裕介
甲南大学卒業。ピアノを塩谷アイカ氏、合唱指導・指揮を斉田好男氏、本山秀毅氏、西牧潤氏に師事。甲南大学グリークラブで指揮
者を務め、卒業後は母校に勤務しながら合唱指揮、合唱指導、生涯学習音楽教室講師等の活動を行っている。現在、合唱団ボイスフ
ィールド、新日鐵住金混声合唱団など4つの合唱団で指揮者を務める。

コンガ：岸　直歩
小学生の頃、エレクトーンアンサンブルの大会出場時にボンゴを担当したことをきっかけにパーカッションに興味を持つ。中学高校
はサッカーとの両立が厳しく一旦音楽から離れるが、大学生になってからラテンパーカッションの練習をスタートする。亀崎ヒロシ
氏、和佐野功氏（indigo jam unit）に師事。2016年に、憧れのプレイヤーであったラテンピアニストの仲田美穂氏のライブに出
演。現在、京都工芸繊維大学大学院博士前期課程在学中。

水玉、スキとキライ。 ＜女声・新潟＞

無伴奏女声合唱曲集「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

26年という短い生涯で 500余もの詩を遺した金子みすゞ。家族に翻弄され、いつも孤独や苦しみの中にいた彼女の詩には、
変身願望や憧憬がある意味異常なまでに強く表れます。一方で小さなもの、弱きもの、気づかれぬものへの優しさを素朴な言
葉で綴っており、私たちはそんな彼女の繊細な心と生き方に強く惹かれます。夢の中に恋しい母の姿を探す「幻灯」、鳥やこ
どもに柔らかい眼差しを向ける「かりゅうど」「打出の小槌」、幼少時の幸福感が伝わる「空と海」、真実を伝える「見えない
もの」。北川昇さんの透明な音楽に乗せて、みすゞの想いを皆様に届けられたら嬉しいです。

団体プロフィール
新潟に生息する歌バカ仲良し4人組です。それぞれ複数の団体に所属し、歌漬けの日々を送っています。声楽アンサンブルの
魅力にとりつかれ、あーでもないこーでもない、スキ♪キライ！と思うまま夢中で4人の音作りをしています。
いつも苦悩いっぱいのしょーしがりな新潟県人。でもアンサンブルへの情熱は誰にも負けません。聴いてくださる方を幸せに
できる演奏、音楽の神様にナデナデしてもらえる演奏を目指して頑張っています！
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同志社グリークラブ　＜男声・京都＞　指揮：八木和貴

男声合唱組曲「雪と花火」　（北原白秋作詩／多田武彦作曲）
　片恋
　彼岸花
　芥子の葉
　花火

この組曲は約 60年前に弊団で初演されました。19歳で上京した北原白秋が、明治の変わりゆく東京の中で書いた詩集を用
いており、人妻への恋慕や孤独など艶めかしくも官能的で、ある種の背徳感も感じる詩に、物語のような情景溢れるメロディ
が合わさった男声合唱界を代表する傑作です。本日は、多田武彦氏に藍色のハーモニーと称された同志社グリークラブで演奏
させていただきます。

団体プロフィール
我々は 1904 年に創部された同志社大学の男声合唱団です。以来 114年「聴衆と一体となった音楽」を目指し京都の地で
日々歌い続けています。活動としては東の早稲田・慶應義塾、西の関西学院・同志社で行う東西四大学合唱演奏会、クリスマ
スに行う全同志社メサイア演奏会、一年の集大成である定期演奏会を中心として国内外への演奏旅行、コンクール出場、メデ
ィアからの依頼演奏等多岐に渡り、2016年にはマレーシアにて世界初となるマレーシア国王御前演奏会を行いました。今回
の演奏で迫力のある男声合唱の魅力を身体全身で感じていただければ幸いです。

指揮者：八木和貴
1997年兵庫県生まれ、幼少期を神戸の山中にて過ごす。2015年に同志社大学へ入学し、同志社グリークラブの門を叩く。以来三
年間男声合唱に傾倒し今日に至る。合唱全般について伊東恵司氏の影響を受ける、演奏会では「五つのラメント」などを指揮。

Aldebaran　＜混声・大阪＞　指揮：髙橋　元

Feria V in Coena Domini: Lectio　（Tomás Luis de Victoria 作曲）
Pueri Hebraeorum　（Tomás Luis de Victoria 作曲）
Come Again　（John Dowland 作曲）
Adieu, Sweet Amaryllis　（John Wilbye 作曲）
Fyer, Fyer!　（Thomas Morley 作曲）

今日はルネサンス期の宗教曲と世俗曲を演奏します。
前半 2曲はスペインの作曲家 T.L. de Victoria の「聖週間聖務曲集」より。「エレミアの哀歌」はエルサレム陥落の嘆きを、
「ヘブライの子らは」は主イエスのエルサレム入城の喜びを、情熱的に表現した曲です。「熱さ」の伝わる演奏を心がけたいと
思います。
後半の3曲はイギリスの世俗曲、いわゆる当時のポピュラーソングです。親しみやすいメロディーの中に「アンサンブルの妙」
が盛り沢山！明るく軽妙な空気を客席の皆様と共にできたら、と思います。

団体プロフィール
昨年末に結成した新しい合唱団です。Aldebaran（アルデバラン）はおうし座に輝く一等星で、昴という和名でお馴染みのプ
レアデス星団の「後に続く星」という意味を持つそうです。わたしたちも並み居る先輩合唱団の後に続き、本日はアルティと
いう夜空に輝ける存在になれればと思います。

指揮者：髙橋　元
大学入学時より合唱を始め、3回生時に指揮者を務める。指揮法を富岡健氏に師事。
合唱音楽と共にJazz に深く傾倒し「1人 1パート、即興性のある音楽」に興味を持つ。
大学卒業後もルネサンス期の宗教曲・世俗曲、近代のパートソングを中心とした少人数合唱団を立ち上げ、「自らが音楽を発信する」
集団を目指し、音楽活動を続けている。

SUONO・CONBRIO　＜女声・長野＞　指揮：鳥谷越浩子

無伴奏女声合唱のための　「山中幻想」から　（髙嶋みどり作曲）
　春
　祭
女声合唱のための無伴奏小品集「愛のとき」から　（木島 始作詩／髙嶋みどり作曲）
　霧明け

髙嶋みどりさんの女声合唱曲の奥深さに魅せられ、団結成当初より髙嶋作品と真正面から向き合い取り組んできました。女声
ならではの艶・情念を、声の限界まで表現できればと挑戦を繰り返しています。【空想の山中】をイメージしながら作曲され
た『山中幻想』は、民謡「山中節」のメロディーが随所に散りばめられた 5曲からなる曲です。本日はその中より「春」と
「祭」の 2曲を、そして、人生について戸惑い自分とはいったい何かという本質的な問題に突き当たった青年の姿を歌った木
島始作詞『愛のとき』より「霧明け」を、私たちらしく演奏します。

団体プロフィール
みなさま　はじめましてSUONO・CONBRIO（スオーノコンブリオ）です。
信州信濃は善光寺、その門前町長野の地からやって参りました。歌う事・合唱が大好きな仲間が集い、2016年 10月創立、
結成 1年 8か月というまだまだ歩きはじめたばかりのわたくしたちです。いつも笑顔で、音楽に真摯に向き合い、そして生
き生きと人生を謳歌し歌い繋いでいくそんなサスティナブル集団です。どうぞよろしくお願いします。

指揮者：鳥谷越浩子
武蔵野音楽大学ピアノ科卒業。高見澤章子、徳川愛子、ジュラキシュ各氏に師事。小学校より合唱部に所属、ピアノ伴奏者と
してレコーディング等にも係わる。大学卒業後は長野県音楽教諭として各校に赴任し母校長野西高校在任中には吹奏楽班・合
唱班を全国大会出場に導いた。現在長野県篠ノ井高校教頭として在職。
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アンサンブル　キール　＜女声・静岡＞　指揮：伊東恵司

Jubilate Deo　（Xabier Sarasola 作曲）
Ave Regina caelorum　（Manolo Da Rold 作曲）
Ave Maria　（César Alejandro Carrillo 作曲）
Salve Regina　（Josu Elberdin 作曲）
翼　（みなづきみのり作詩／北川 昇作曲）

選曲をする時は常にこの人数で歌えるか、ハーモニーのバランスはどうかと悩みます。今回は7名で演奏でき、キールらしさ
を発揮できるラテン語の宗教曲を選びました。サラソラ、ダ・ロルド、カリージョ、エルベルディン、それぞれの作曲家の特
徴が現れた美しい曲です。表情豊かなハーモニーの色彩感を表現できるように、心を込めて歌います。そして最後に、お気に
入りの曲『翼』をお届けします。

団体プロフィール
私達は 2009年 8月に伊東恵司先生のもと活動を始め、9年目となりました。浜松市及び静岡県内の合唱祭やアンサンブル
コンテスト、慰問コンサート等に出演しています。ハーモニーの勉強を主眼としながら、少人数ならではの音の調和と、明る
くおおらかな演奏を目指し、1回 1回の練習を大切に楽しみながら歌っています。

指揮者：伊東恵司
p.1 参照

えちごコラリアーズ　＜男声・新潟＞　指揮：木越智彦

“Kaksikpühendus”から　（Gustav Suits 作詩／Veljo Tormis 作曲）
　Ühte laulu tahaks laulda
Pange lingua gloriosi　（Costanzo Porta 作曲）
Kinderlied　（Edvard Grieg 作曲）
歌舞伎名調子による男声合唱組曲「知らざあ言って聞かせやしょう」から　（千原英喜作曲）
　Ⅲ 闇があるから覚えていろ
Gryning vid havet　（Hugo Alfvén 作曲）
GAGÒT　（Gabriel T. Guillaume作詞／ Sydney Guillaume作曲）

譜読みは思いやり…私が尊敬する音楽家から教わった言葉です。一枚の楽譜から作曲家の気持ちを読み取ることは至難の業で
あり、それは究極の思いやりと教わりました。我々は、必死に作曲家の気持ちに寄り添い練習をしています。本日の曲目はル
ネサンスから現代作曲家まで幅広く扱い、言語もすべて異なります。極めつけは歌舞伎名調子まで…。古今東西の作曲家たち
の気持ちを読み取り、心を通わせた瞬間、何とも言えない幸福感に包まれます。そこで、男声合唱ではあまり馴染みのないワ
ードですが、テーマは「思いやり」としました。

団体プロフィール
私たちは指揮者と代表が信州大学在学中にお世話になった伊東恵司先生を音楽監督に迎え、2010年夏に結成されました。主
な受賞歴は2015年関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト金賞。2016年、2017年　新潟県合唱コンクール金賞。2017
年関東合唱コンクール銀賞
演奏会は 2012年から毎年 3月に「ホワイトデーコンサート」を開催。本格的な合唱曲と懸命に向き合いながらも、遊び心
溢れる活動を展開しております。

指揮者：木越智彦
富山県出身、長野県在住。2016年信州大学（博士課程：理学博士）を修了。湖沼堆積物を用いた古気候・古環境復元を研究
していた。学生時代は信州大学混声合唱団と信州大学グリークラブで学生指揮者やパートリーダーを務めた。2013 年より
「えちごコラリアーズ」（男声）、2014年より「Vocal Communication こしひめ」（女声）を指揮している。

かおん　＜女声・大阪＞　

夜空ノムコウ　（スガシカオ作詞／川村結花作曲／飯沼京子編曲）
「相澤直人ア・カペラ作品選集 女声篇」から　（工藤直子作詩／相澤直人作曲）
　みあげれば宇宙
女声合唱のための「わらべうたのカタログ」から　（谷川俊太郎作詩／石黒 晶作曲）
　まんだらうた
　まんじゅう
女声合唱アルバム「やかもち抒情」から　（大伴家持作歌／相澤直人作曲）
　鰻二首

そら、空、宇宙（そら）…時空を超えて、いにしえの夏に遊ぶ。いくつになっても好奇心旺盛！な「かおん」が選んだ「そ
ら・なつ」の歌。お楽しみいただけましたら幸いです。
【夜空ノムコウ】振り仰ぐ夜空にほろ苦い青春の1コマを想う、永遠の少年の独り言。
【みあげれば宇宙】空を突き抜け宇宙へ。宇宙と地上の営みをコミカルに。
【まんだらうた】【まんじゅう】わらべうたから 2曲。掛け合いに「ことばあそび」が隠れています。「空」は「くう」とも読
みますね。
【鰻（むなぎ）二首】今年が生誕1300年といわれる大伴家持の和歌より。日本の夏といえばこれ。

団体プロフィール
2013年秋、シンプルにハーモニーを楽しもうと、長年の歌仲間が集い結成。9名でエレガントかつチャーミングな大人の女
声アンサンブルを目指す。団名「かおん」は和音の古称に由来。大阪ヴォーカルアンサンブルコンテスト5年連続金賞、兵庫
ヴォーカルアンサンブルコンテスト2016年銅賞、2017年金賞・千原英喜賞、同年第10回声楽アンサンブルコンテスト全
国大会優良賞受賞。

女声アンサンブル　コールマーテル　＜女声・大阪＞　

Laudate．．．（Rihards Dubra 作曲）
Alleluia　（Reijo Kekkonen 作曲）
SAULĪT’ VĒLU VAKARĀI　（ラトビア民謡／Andra Sējāna 編曲）
浜辺の歌　（成田為三作曲／林 古渓作詩／コールマーテル編曲）

今回のプログラムでは≪北欧の合唱曲≫をお届けします。
♪ Laudate．．．はラトビア、♪Alleluia はフィンランドの現代作曲家の作品です。神を誉め賛美する篤い信仰心に満ち溢れ
ています。
♪SAULĪT’ VĒLU VAKARĀI はラトビア語で、英訳は“In the Evening,when the Sun Sets”大自然とともに生きる私た
ちを温かなまなざしで見守る太陽。それはまるで母のよう…という歌詞です。どこか懐かしく素朴なメロディーは、心に響き
ます。
♪スウェーデンのアカペラグループKraja（クラヤ）が来日公演で歌った「浜辺の歌」は、澄みきった白夜の響きでした。あ
ちこちで２度の音程がぶつかり合って、心地よい波を感じます。Kraja のハーモニーに美しい日本語をのせて演奏します。

団体プロフィール
コールマーテルのコールはラテン語で「コーラス」、マーテルは「お母さん」そしてもう一つ「聖母マリア」という意味があ
ります。1991年、ハンガリーの作曲家コダーイが提唱したコダーイシステムを取り入れた音楽教室「こひつじ会」でわが子
と一緒にわらべうたを歌っていた母親たちによって結成されました。2003年より北村敏則先生にご指導いただき、ますます
歌の世界に魅了されレパートリーの幅をひろげてきました。女声の清らかさ、やさしさ、そしてたくましさを備えたアンサン
ブルをめざしています。





7月14日（土）  15:30開演　19:30終演予定
　歓迎演奏　コールメイプル 
　ワークショップ　講師：二口大学 
　　～休憩～

　アンサンブル・パティーナ （女声・大阪）

　Rara ca-ra Tempo （女声・京都）

　合唱団ボイスフィールド （混声・兵庫）

　水玉、スキとキライ。 （女声・新潟）
　　～休憩～

　レガーロ東京 （女声・東京）
　　～休憩～

　合唱物語「パン屋さんの匂いでしょ」

7月15日（日）  15:30開演　19:30終演予定
　歓迎演奏　みやづKidsハーモニー

　女声合唱団コール・ブリランテ （女声・大阪）

　フォンテーヌ声楽アンサンブル （女声・京都）

　Aldebaran （混声・大阪）
　　～休憩～

　SUONO・CONBRIO （女声・長野）

　同志社グリークラブ （男声・京都）
　　～休憩～

　歌と語りのためのシアターピース≪戻り橋≫
　　～休憩～

　MODOKI （混声・佐賀）

7月16日（月祝）  15:00開演　18:30終演予定
　歓迎演奏　みやこ・キッズ・ハーモニー
　ワークショップ　講師：松下 耕
　　～休憩～　

　かおん （女声・大阪）

　女声アンサンブル　コールマーテル （女声・大阪）

　アンサンブル　キール （女声・静岡）

　えちごコラリアーズ （男声・新潟）
　　～休憩～　

　The Ladies’Vocal Artists Antheia （女声・東京）

　


