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京都アルティ声楽アンサンブルフェスティバル
2021

京都府立府民ホール “アルティ”
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＜公益財団法人京都文化財団・株式会社コングレ 共同事業体＞
後援：全日本合唱連盟、京都府合唱連盟
協力：合唱団「葡萄の樹」
　　　有限会社アールミック ジョヴァンニ・レコード事業部

京都アルティ声楽アンサンブルフェスティバル
2021

～集い、歌い、聴き、学ぶ～



スケジュール

「ことばとうたの幸せな関係」
　講師：相澤 直人 ＆ 伊東 恵司

第一部
　＜言葉について私が知っている２、３の事柄＞
　講師：伊東 恵司

第二部
　＜言葉から歌へ、歌から合唱へ＞
　講師：相澤 直人

第三部
　＜少しだけセッション＞
　相澤 直人 ＆ 伊東 恵司

歓迎演奏　

　みやこ・キッズ・ハーモニー＆合唱団「葡萄の樹」

公募団体演奏

　Aldebaran（混声・大阪）

　合唱団うぃろう（混声・愛知）

　─　休憩　─

　La La La Paz（混声・大阪）

　Ensemble Evergreen（混声・東京）

　─　休憩　─

特別演奏

　なにわコラリアーズ（男声・大阪）

招待演奏

　女声合唱団 ゆめの缶詰（女声・東京）

　

指揮：高橋 元

指揮：伊東 恵司

指揮：仁階堂 孝

指揮：伊東 恵司

指揮：相澤 直人

17:30 ～ 20:00 14:30開場 15:00開演 18:00終演予定

7.17 7.18土

7.16 土 17 日

日

指揮者伊東恵司が1999年に地元京都に創設。「生活の傍らにある活動」「情感に溢れた音楽」をモットーに、教会音楽や
ア・カペラ作品、世界中の珍しい合唱作品や、シアターピース、朗読と演出を伴う「合唱物語」等、様々な形態の楽曲に取
り組んでいる。委嘱活動にも積極的で、信長貴富、松本望、山下祐加、松波千映子各氏による作品がある。
★ 2021年 12月 5日（日）第 23回くりすますこんさーと（京都コンサートホールアンサンブルホールムラタ）
　 ３つのシャンソン（ラヴェル）、シャルル・ドルレアンの３つの歌（ドビュッシー）、ラシーヌの雅歌（フォーレ）他予定。

京都の街中に子どもの歌声を取り戻そうと創設された児童合唱団。わらべ歌を中心に、唱歌や世界の歌を歌っています。
新しく創作された京都のわらべ歌もレパートリーに加え、小学生から高校生までが楽しく活動中。新団員募集中！

p.1

京都アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2022
来年開催予定 2022年

KYOTO ALTI
VOCAL
ENSEMBLE
FESTIVAL

2021

みやこ・キッズ・ハーモニー

◆　◆　◆

合唱団「葡萄の樹」



ご挨拶

ゲスト

京都アルティ声楽アンサンブルフェスティバル2021に寄せて 代表・実行委員長　伊東 恵司

昨年は大変残念な夏を過ごすことになりましたが、本年は感染対策に万全を期すとともにプログラムを縮小しながら、何と
か開催にこぎつけることが出来ました。関係者各位、尽力してくれたスタッフ一同にも感謝いたしております。
コロナ禍が私たちに伝えたことは、当たり前の日常の大切さ、もしくは連帯のぬくもりの尊さでもあるでしょう。演劇でも、
スポーツでも、もしくは日常的な生活の中でも、私たちは、情感を「ともに分かち合うこと」を目的として生きていると言
えるとも思うのです。ふたたび、手を繋ぎ、熱く語り合い、抱きしめ合い、コロナによってもたらされた「分断」から「連帯」
を取り戻す時を夢見ています。その連帯の象徴が、生きた言葉と音楽を共有する「アンサンブル」であり「合唱」であるこ
とを信じております。
次年度以後にも思いを馳せながら２日間のフェスティバルをお楽しみください。

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。現在、全国各地で審査員や合唱指
導を行う他「アルティ声楽アンサンブル」「コーラスめっせ」等の新規の合唱フェスティバ
ルの企画や主催を行っている。現在、日本合唱指揮者協会理事（関西支部代表）。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・日本語
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。「みなづきみのり」
のペンネームで作詞活動展開中。

伊東 恵司● プロフィール

東京藝術大学作曲科及び指揮科出身。現在、アイザワノーツ
合同会社代表、JCDA日本合唱指揮者協会副理事長、東京都
合唱連盟理事、東京藝術大学及び洗足学園音楽大学講師など
を務める。
指揮者としては、女声合唱団 ゆめの缶詰他多くの合唱団の常
任指揮者を務め、特に、邦人作品における解釈と表現に評価
を得ており、作曲家やピアニストからの信頼も厚い。
作曲家としては、代表作「ぜんぶ」をはじめ、多くの作品が
出版され愛唱されている。「たしかな芸術」「曲が喜ぶ演奏」
をモットーとした活動は共感を呼び、各地から講師、審査員
などで招聘されている。

相澤 直人

撮影：中村紋子

● プロフィール

p.2
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招待演奏

女声合唱団  ゆめの缶詰

指　揮　相澤 直人

相澤 直人

ピアノ　河野 紘子 

河野 紘子

＜女声・東京＞

桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学を経て同大学研究科を修了。桐朋学園大学声楽科嘱託演奏員、二期会研修所ピアニスト
を務める。 声楽・器楽などとのアンサンブルに定評があり、ソプラノ歌手小林沙羅氏のアルバムや、数々の合唱団の録音にも
多数参加している。 
オフィシャルサイト：http://www.hirokokohno.com

女声合唱アルバム「明日はケロリとくるもんだ」（初演） 　　きむらえいり 作詩　相澤 直人 作曲
　1.　ねがい　　2.　いっしょ　　　　　　3.　けろりと　　　4.　いろぬり　
　5.　かの日　　6.　どれにしようかな　　7.　ラブソング　　8.　おわかれ

一年越しで叶うアルティでの演奏を団員一同とても楽しみに参りました。演奏いたしますのは、音楽監督相澤直人の新作、
女声合唱アルバム「明日はケロリとくるもんだ」で、本日初演となります。詩人は元団員きむらえいりさん。今回特別に一
緒にステージで歌ってくれることになりました。スッと入ってくる身近な言葉の中に、どこか大人の事情や、捻り、スパイ
スを感じる独特の詩の世界を、相澤直人のおしゃれな和声でお楽しみいただきます。８曲それぞれの色合いを、センス良く
演奏したいと思います。舞台で歌える喜びを胸に、精一杯歌わせていただきます。

指揮者・作曲家として全国各地で活躍中の相澤直人を音楽監督とし、「美しい流れ、伝わる言葉、共感できる表現」を目標に
2015 年発足。女声合唱ならではの響き、魅力を豊かな表現で伝えることを目指している。2018年 11月に初の単独主催演
奏会「まんてんのほし -名田綾子作品個展 -」を開催し、盛況のうちに幕を閉じた。また、これまでに教育芸術社主催
Spring Seminar へモデル合唱団として出演の他、2017年には第 1回かごしまコーラスアカデミーに特別出演。第73回、
74回東京都合唱コンクール室内合唱の部 金賞受賞。
公式ホームページ：https://www.yume-can.net/

p.2 参照

ピアニスト

指揮者

● 演奏曲

● プロフィール

p.3



特別演奏

なにわコラリアーズ

伊東 恵司

指　揮　伊東 恵司

＜男声・大阪＞

「海の日」に寄せる歌
　Whup! Jamboree
　Blow The Man Down
　Lowlands
　Spanish Ladies
　The Erie Canal
　Shenandoah
　音戸の舟唄
　安里屋ユンタ

Alice Parker & Robert Shaw編曲

Alice Parker & Robert Shaw編曲

Alice Parker & Robert Shaw編曲

Alice Parker & Robert Shaw編曲

福永 陽一郎 編曲

Alice Parker & Robert Shaw編曲

広島県民謡　福永 陽一郎 編曲

沖縄県民謡　瑞慶覧 尚子 編曲

「海の日」間近ということもあり、「男声合唱」においては世界的にも重要なレパートリーでもある「Sea Shanty」を紹介し
たいと思います。「Sea Shanty」は「海の男たちの歌」とも言われますが、かつて大西洋を渡った大きな帆船の甲板での作
業時に歌われていたものが多いと言われます。そこから６曲を選び、勇ましさや、威勢の良さだけでなく、穏やかな海の情景、
そこに生まれた出会いや想い出など、様々なドラマを歌い上げてみたいと思います。また、本日は「日本のSea Shanty ？」
とも言える作品も加えてみました。島国である日本には海の歌は無数にあるのですが、本日は瀬戸内海の船頭泣かせの難所
を歌った広島の民謡と、海と言えば真っ先に浮かんできそうな沖縄地方の民謡の２曲を歌います。「なにわコラリアーズ」が
関西で演奏するのは、なんと「２年ぶり」となります。「これぞ男声合唱！」という演奏を皆様にお届けできるよう、精一杯
歌います。

“爽やかにかっこよく” をモットーに、1993年、合唱指揮者 伊東恵司によって大阪で結成された男声合唱団。出身団体や経
験年数にとらわれず、おおらかに合唱を楽しみ、スタンダードな合唱曲だけでなく、親しみやすい愛唱曲、新しいレパートリー
にも意欲的にチャレンジしている。第52～61回全日本合唱コンクールでは10年連続金賞受賞という驚異的な実績を残す
ほか、宝塚国際室内合唱コンクール第20回記念大会にて金賞グランプリ受賞。国内各地にとどまらず海外での招待公演も多い。

p.2 参照
指揮者

● 演奏曲

● プロフィール

p.4
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出演団体  演奏曲目・団体紹介7.18 日

今年は近代イギリス音楽の古典的な旋律と近代的アレンジの妙が味わえる曲をご用意しました。
前半はアカペラ曲です。My Sweetheart’s～は愛しい女性の素晴らしさを歌うウェールズ民謡を元にした曲、The Succession of～は四月
から七月の心地よい4ヶ月を歌った曲、Through the Woods は森を抜けて愛する女性に会いに行こうという曲です。
後半二曲はピアノ伴奏付きの曲をお届けします。Riddle Song はイギリスに古くから伝わるなぞなぞ歌、The Silver Swan は一昨年こちらで
演奏させていただいたGibbons の同名曲に影響を受けた現代の作曲家が、同じ歌詞に作曲した曲です。

A l d eba r an

● 演奏曲

● プロフィール

指　揮　高橋 元

My Sweetheart's Like Venus
The Succession of the Four Sweet Months
Through the Woods
Riddle Song
The Silver Swan

ウェールズ民謡　Gustav Holst 編曲

Robert Herrick 作詞　Benjamin Britten 作曲

作詞者不詳　Frederick Delius 作曲

イングランド民謡　John Rutter 編曲

Sir Christopher Hatton 作詞　Greg Gilpin 作曲

高橋 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。大学卒業後もルネッサンス期の宗教曲・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。

＜混声・大阪＞

2017年結成。一人一人が音楽を表現し、互いに重ね合わせながら１つの音楽に練り上げていくことを目標に、毎回の練習で試行錯誤しながら
真摯に合唱に取り組んでいます。団名のAldebaran（アルデバラン）はおうし座の一等星に由来。アルティ声楽アンサンブルフェスティバル
には2018年、2019年に続き３回連続の出演。

指揮者

うぃろうにとって12年ぶりのアルティ。今回は4名の邦人作曲家の作品を演奏します。“今を生き、がんばろう友よ” と、皆で歌える日を願
う「To Live」（松下耕）。こんな時代において、私たちに “歌う理由” を与えてくれる「私が歌う理由」（三宅悠太）。皆で “歌うと” 楽しい、
そんな当たり前のことを思い出させてくれる「T-outua」（山下祐加）。第11回演奏会で委嘱初演し、思い入れの深い「ブレイクしよう」（相
澤直人）。この場で仲間と歌える喜び、皆様とこの時間を共有できる喜びを噛みしめながら、それぞれの作品がもつ想いや世界観を精一杯演奏
させていただきます。

合唱団うぃろう

● 演奏曲

● プロフィール

指　揮　伊東 恵司

To Live
無伴奏混声合唱のための二つの「理由」より
　「私が歌う理由」
T-outua
ブレイクしよう

谷川 俊太郎作詩　松下 耕 作曲
谷川 俊太郎作詩　三宅 悠太 作曲
　

Ironim Ikuzanim 作詩　山下 祐加 作曲

みなづきみのり 作詩　相澤 直人 作曲

＜混声・愛知＞

2009年に創団し、高校生から30代の約 50名で「名古屋から合唱を元気にしよう！」をモットーに活動中。演奏会では新曲の委嘱を毎回行
い、これまでに「ういろう売り」（千原英喜）、「かなでるからだ」（森山至貴）、「Ten songs ―世界のエレメント―」（山下祐加）などを初演。
2022年 4月に開催する第13回演奏会では北川昇氏の組曲を委嘱初演予定。2019年に中部合唱コンクールで金賞、愛知県合唱コンクールで
全日本合唱連盟理事長賞を受賞。

伊東 恵司 p.2 参照指揮者
p.5



主に夏の休暇中に書かれたこの曲集は『野に歌う6つの歌』という題名がつけられています。
作曲中メンデルスゾーンは詩人の友へ宛ててこんな手紙を書いています。「4人で一緒に森へ散歩したりボートに乗ったりする時に口ずさむ音
楽。1、2曲送ってください。秋、それより夏や春に、水の上や牧草地、橋や森、庭で歌うための。コウノトリ、愛する神、町や平野の人びとに、
ダンスや結婚式や思い出のために歌う歌を！」
終曲は詩篇の一節から作られたモテット。後にオラトリオ「エリア」の中で、天使たちの複合唱として組み込まれました。

L a  L a  L a  P a z

● 演奏曲

● プロフィール

1. Im Grünen
2. Frühzeitiger Frühling
3. Abschied vom Walde
4. Die Nachtigall
5. Jagdlied

Helmine v. Chézy 作詞

J. W. v. Goethe 作詞

J. v. Eichendorff 作詞

J. W. v. Goethe 作詞

J. v. Eichendorff 作詞

Sechs Lieder im Freien zu singen op. 59 [September 1843]　Felix Mendelssohn Bartholdy 作曲

Denn er hat seinen Engeln befohlen 　Psalm 91　Felix Mendelssohn Bartholdy 作曲

＜混声・大阪＞

La La La Paz は、主にオケ付きの大きな合唱団で日頃歌っている人たちが、少人数のア・カペラで歌ってみたいという素朴な気持ちで集まっ
てできました。
楽器を一切使わずに練習するのが最大の特徴です。
音叉一本で音を取り、純粋に声だけを響かせることを目指して練習しています。
まだできたばかりなので演奏活動歴はありません。
この京都アルティ声楽アンサンブルフェスティバルが初舞台です。

Tjuv och tjuv…「あなたは泥棒、私の恋人を盗んだのだから。でもすぐに新しい人を手に入れる…」と語る民謡作品。Shall I compare…シェ
イクスピアのソネット18番をテキストに、夏の日と比較した青年の若さと美しさを讃え、詩の中で永遠に生きると語ります。Ubi cartias…「慈
しみと愛のあるところ、神はそこにおられる」という言葉を、語り掛けるように用いながら、神とともにある歓びを歌います。わが抒情詩…
戦後すぐの瓦礫の山の日本で、暗闇の空を見つめる虚無感と、身一つで生きていく力強さ。いつの世でも、苦しみながら前に進もうとする人々
の力となる作品と信じて歌います。

En s emb l e  E v e r g r e en

● 演奏曲

● プロフィール

指　揮　仁階堂 孝

Tjuv och tjuv, det ska du heta（泥棒とあなたは呼ばれる）
Shall I compare thee to a summer’s day
　　　　　　　　　　　　　　   （君を夏の一日と比べてみようか）
Ubi caritas（慈しみと愛のあるところ）
わが抒情詩（混声合唱のための「コスミック・エレジー」より）

スウェーデン民謡　Hugo Alfvén 編曲

William Shakespeare 作詩　Nils Lindberg 作曲・編曲

Ko Matsushita 作曲

草野 心平 作詩　千原 英喜 作曲

仁階堂 孝
尚美学園大学講師。10余団体の常任指揮の他、コンクール審査員、合唱祭講師、客演指揮者としても活躍中である。
Nコン中学校部門「結-ゆい- 」の参考演奏指揮、全国大会スペシャルステージ「HIRO」の指揮、「願いごとの持ち腐れ」のスーパー合唱教室、
本年度課題曲「足跡」の参考演奏指揮を担当している。日本合唱指揮者協会理事。

＜混声・東京＞

1998年結成。常任指揮者仁階堂孝氏のもと、アカペラ作品を中心に、世界各地の幅広いジャンルの楽曲をレパートリーとしている。これまで
に、エストニア、グアテマラ、台湾、中国等への演奏旅行に加え、沖縄在住の作曲家瑞慶覧尚子氏と協力した作品の初演や、長崎県生月島に
おけるかくれキリシタンにまつわる作品の初演及びおらしょとの共演など、地域文化とのつながりを大切にした活動も積極的に行っている。

指揮者
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