♪声をあわすよろこび…！ ♪うたい交わすよろこびを…！

２０12 年 西日本合唱講習会 in 京都のご案内
～今､東北･福島に想い重ねて～
今年のＧＷ、音楽にどっぷり浸かって、合唱の楽しさを味わう二日間！

５月４日（祝･金）～５日（祝･土）

◆日時◆

◆会場◆京都教育文化センター（ホール、101 号室）
（京阪電車「神宮丸太町」➄番出口から徒歩 3 分）
【京都駅からの行き方】～①地下鉄「丸太町」下車・市バス
202・204・65・93 系統で「丸太町京阪前」下車・徒歩５分、～②Ｊ
Ｒ奈良線「東福寺」下車・京阪電車に乗り換え・「神宮丸太町」
下車➄番出口から徒歩 3 分

予定を決めたら
スグに申し込みを！
待ってま～す！

本山秀毅さんプロフィール
京都市立芸術大学音楽学部声楽専修卒業。フラン
クフルト音楽大学合唱指揮科卒業。帰国後はバッ
ハを主とする宗教音楽を中心に演奏活動を続け
る。「バッハアカデミー関西」を設立し、「教会暦
によるカンタータシリーズ」によりバッハの声楽
作品の全曲演奏に取り組んでいる。第 15 回藤堂
音楽褒賞、2001 年京都市芸術新人賞受賞。
指揮をヘルムート・リリング、ヴォルフガング・
シェーファー・ウベ・グロノスタイの各氏に師事。
現在、大阪音楽大学教授、大阪音楽大学短期大学
部副学長、びわ湖ホール声楽アンサンブル専任指
揮者、大阪センチュリー合唱団指揮者。オペラハ
ウス合唱団音楽アドヴァイザー。宝塚国際合唱コ
ンクール理事。京都バッハ合唱団主宰。

◆内容◆講習内容とスケジュールの詳細は裏面で紹介
◆講師◆本山秀毅 さん（合唱指揮者）/内海 緑 さん（声楽家）/
守屋博之 さん（関西合唱団常任指揮者）/山本忠生 さん（京都ひまわり
合唱団指揮者）/山本恵造 さん（レガーテ指揮者）/藤井幸枝 さん（合唱
団おとくに指揮者）

◆ピアノ◆米澤美穂 さん/三阪仁見 さん/姫野憲子 さん
◆教材曲（予定・※事情で変更になる場合もあります）
♪「REQUIEM“HIROSHIMA”
」（佐村河内 守・作曲）

♪「早春」
（高平つぐゆき・作曲）／♪“つぶてソング”より①「あなたはどこに」
♪「希望のうた」
（フィンランディア）／♪「星よお前は」
♪“原発ゼロの社会へ”入選曲より「決意」

室数に限りあり！
GW 中です～お早めに！

他、2013 年日本のうたごえ 65 周年祭典 in 大阪の予定曲、より

◆受講料◆協議会会員＝\11,000（１日のみ\7,000）※会員外＝\13,000（1 日\9,000）
関西の会員＝\8,000（１日のみ\5,000）※会員外＝\11,000（1 日\6,000）

★宿泊・弁当のご案内
★5/4 の宿泊についてお部屋を確保しています。
先着順で受け付けます。宿泊代金を沿えて、講
習会申し込みとご一緒にどうぞ。
≪ご利用ホテル≫

◆参加申し込み方法◆
①申込用紙に必要事項を記入して、下記、講習会事務局までお申し込み下さい。
②受講料と宿泊・弁当希望の場合は宿泊・弁当代を、別途、ご送金下さい。
※必要事項がわかれば、所定の申込用紙以外、メールなどでも OK！
※必ず、お手元に控えを残してください。
★申し込み〆切り＝第一次 3/4、第二次 4/4、最終 4/27（金）事務局到着分までを基本
※宿泊を伴う場合は 4/4（水）事務局着分まで厳守！以後は、問い合わせ。

ヴィアイン京都四条室町=7,5００円
（四条室町上る、地下鉄「四条」より徒歩 5 分）

※シングル・1 泊朝食付・税サ込

※不明な点は講習会事務局までお気軽にお問合せください。

【主催】日本のうたごえ全国協議会／京都うたごえ協議会
／関西ブロック会議（関西各府県のうたごえ協議会）
【講習会事務局】〒604-8481 京都市中京区西ノ京冷泉町 118-3 京都うたごえ協議会内
Tel./Ｆａｘ.075-811-7851／Ｔｅｌ.090-1912-8849（竹内）
e-mail : dorasan@mub.biglobe.ne.jp

★5/4 の夕食、5/5 の昼食の弁当を用意します。
お茶付 850 円の予定です。ご希望の方は、代
金を添えて、講習会申し込みとご一緒にどうぞ。
注）会場の近くに大人数が食事出来るお店が少なく、
また、食事休憩の時間も短いですので、弁当をお
勧めします。

◆受講料・宿泊代等振込先◆
【郵便振替】01010-0-43593 京都うたごえ協議会／※ゆうちょ銀行一〇九店 当座 0043593 京都うたごえ協議会
【銀行口座】京都中央信用金庫 円町（えんまち）支店 普通預金 0602008 京都うたごえ協議会竹内正彦
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≪講習会スケジュール≫（予定）
① 日 目 ・ ５/4 （祝 ･金 ）
時間
講座
12：00
受付
13：00
開講式
13：15
講座①
～14：00 （45 分）
14:00～

※事情により変更になる場合があります。

タイトル

講師

内容

≪合唱のための発声講座≫①

内海 緑さん

講習会 2 日間のスタート。まずは、声づくりから。

≪女声合唱・男声合唱の楽しみ≫

内海 緑さん
山本恵造さん

女声合唱、男声合唱の世界を楽しみましょう。

藤井幸枝さん

被爆二世の作曲家・佐村河内守さんの「核廃絶と平和の尊さを
語り継いでほしい」という願いから生まれた合唱曲。歌詞のな
い「ア」だけでうたうヴォカリーズの曲。まずは音を確かめ…
※弁当注文するのがお勧め！時間に遅れると損だよ～

特別講座≪本山秀毅さんの音楽の世界≫ 本山秀毅さん

本山秀毅さんが引き出す音楽の世界。ヴォカリーズの曲で音の
楽しさをたっぷりと…。

休憩･移動

14：15
講座②
～15：45 （90 分）

女声♪星よお前は／男声♪決意

15：45～ 休憩･移動
16：00
講座③
～17：30 （90 分）
17：30

♪REQUIEM“HIROSHIMA”

夕休憩

18：30
講座④
～21：00 （150 分）
21：00

≪混声合唱の世界≫①

♪REQUIEM“HIROSHIMA”
、他

終了

② 日 目 ・ ５/5 （祝 ・ 土 ）
日程
講座
09：00
受付
09：15
講座➄
～09：45 （30 分）

タイトル

講師

内容

≪発声講座≫②

内海 緑さん

２日目の朝も、まずは、声づくりから～
気持ちよく今日もスタート！

09：45
講座⑥
～10：45 （60 分）

≪うたごえの心≫

山本恵造さん
藤井幸枝さん

うたごえが今年から来年にかけて歌おうとしている曲から。

10：45
講座⑦
～12：00 （75 分）

≪忠やんの合唱講座≫

山本忠生さん

なじみの深い曲を、じっくりと丁寧に音楽を味わいながらつく
り上げていきます。忠やんの世界…。

12：10

♪希望のうた（フィンランディア）

昼休憩

13：00
声だし
～13：15 （15 分）
13：15
講座⑧
～15：00 （105 分）
15：00
講座⑨
～15：30 （30 分）

15：30
～16：00
16：00

♪決意
♪早春

※弁当注文するのがお勧め！時間に遅れると損だよ～
≪ミニ・発声≫

内海 緑さん

あらためて声を整えて…

≪守屋博之さんの合唱講座≫

守屋博之さん

東北・福島に重い重ねて、福島の詩人・和合亮一さんの詩に、新
美徳英さんが曲をつけたつぶてソングから。うたごえの作曲家の
作品からも。守屋博之さんの合唱の世界を。

内海 緑さん
守屋博之さん
山本忠生さん
山本恵造さん

2 日間で学んだものを最後に歌い上げよう！

♪あなたはどこに／♪早春
♪REQUIEM“HIROSHIMA”

≪全曲おさらい≫
♪REQUIEM“HIROSHIMA”／
♪あなたはどこに／♪早春／♪希望のうた
♪星よお前は／♪決意／他…

閉講式

レポート記入後、閉講式

終了

京都教育文化センター附近図

西日本合唱講習会

お疲れ様でした！次は広島の全国交流会で！

会場＆ホテル・マップ

【宿泊ご利用ホテル】

ビアイン京都四条室町

