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◆日時◆

５月４日(祝･水)～５日(祝･木)

◆会場◆ 佐賀市文化交流プラザ交流センター

4日 13時～21時30分／5日 10時～16時（予定）

〒840－0826 佐賀市白山2丁目7-1 エスプラッツ３階
TEL.0952-40-0560 http://www.s-platz-koryu.jp/ アクセス裏面

◆講師◆
中島敬介さん （合唱指揮者、福岡県合唱連盟福岡支部長）
松本康男さん （声楽家・合唱指揮者・佐賀女子短期大学名誉教授）
渡辺享則さん （日本のうたごえ全国協議会副会長･同教育部会責任者･長野合唱団指揮者)
高田龍治さん（広島合唱団他指揮者）
ピアノ 萩原洋子さん／中村欣子さん

◆教材曲◆（3／31現在）
①「すこしずつ」
（門倉さとし 詞／信長貴富 曲）…楽譜集購入
②「Peace be with you」（宮本益光 詞／木下牧子 曲）…楽譜集購入
③「共に生きる町」
（金明植 詞／林光 曲）
④「芦別の雪の中を」（門倉さとし 詞／林学 曲／林光 編曲）

◆宿泊◆

今回、受講者向けに宿泊先の斡旋はいたしません。
恐れ入りますが、別添周辺ホテル案内を参考に、
各自で予約をお願いします。

◆弁当◆

４日夕食・５日昼食のお弁当を受け付けます。
１食お茶付き800円。下の申込書でお申し込みください。

◆受講料◆
九州以外のうたごえ協議会会員＝両日 \11,000／１日のみ \7,000
同会員外＝両日 \13,000／１日のみ \9,000
九州各県のうたごえ協議会会員＝両日 \8,000／１日のみ \5,000
同会員外＝両日 \10,000／１日のみ \6,000

＜教材曲と使用楽譜について＞

◆参加申し込み方法◆

①「すこしずつ」 ②「Peace be with you」
日本のうたごえ創立75周年記念曲集「スタートライン」所収
（税込2500円）→それぞれの協議会・音楽センター事業の
ルートで各自ご購入いただくか、講習会事務局までご相談く
ださい。講習会当日も販売いたします。

①申込用紙に必要事項を記入して、
下記、全国協議会事務局までお申し込み下さい。
②受講料は、別途ご送金下さい。
③申し込み〆切り＝第一次〆切 4／13、最終4／28事務局到着分まで
※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
※不明な点は事務局↓までお気軽にお問合せください。

③「共に生きる町」 ④「芦別の雪の中を」
講習会用楽譜集を制作いたします。（頒価は受講料に含ま
れています） 完成次第、講習会参加者にお届けします。

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、内容の変更や開催できない可能性もあります。ご了承ください。

当日、体調のすぐれない方は、参加をご遠慮ください。（その場合、受講料については返金します）
**********************************************************************************************************************
【主催】日本のうたごえ全国協議会
【申込先】佐賀のうたごえ協議会・松田さえ子 TEL＆FAX 0952-53-2856／携帯 080-4277-3896／E-MAIL saechan0710@gmail.com
【受講料振込先】郵便振替口座
ゆうちょ銀行から→→→ １７７８０－２０３８９８８１ 佐賀のうたごえ協議会 代表 諸石信義
ゆうちょ銀行以外から→ ゆうちょ銀行(金融機関コード９９００)／店番 ７７８／預金種目 普通(または貯蓄)
／店名 七七八 店（ナナナナハチ店）／口座番号 ２０３８９８８
**********************************************************************************************************************

2022年西日本合唱講習会参加申込書

受講料＋弁当 合計

円

申込日

2022年

月

※参加日・パートなど、選択肢のあるものは、該当するものに○をつけてください。
府県

サークル・合唱団

氏名
パート

ソプラノ ・ アルト ・ テナー ・ バス

うたごえ協議会
男 住所 〒
・
女

自宅電話

ＦＡＸ

e-mail

参加日

入金方法

会員 ・ 会員外

振込 ・ 現金書留 ・ 持参 ・ その他

携帯電話
両日 ・ 4日のみ ・ 5日のみ
入金日

月

日

受講料

(備考)

円 弁当

４日夕 ・ ５日昼

日

◆タイムテーブル(案)◆

(3／31現在→一部変更の可能性があります)

【４日】
時刻
内容・教材曲
1230 受付 (30)
1300 開講式 (15)
1315 発声講座Ⅰ （90）
1445 休憩 （15）
1500 合唱講座Ⅰ (120) 途中休憩込
①「すこしずつ」
②「Peace be with you」
1700 休憩 （45）
1745 お話と合唱（60）～ひろしま祭典の贈り物(仮)～
③「共に生きる町」
1845 合唱講座Ⅱ (60)
④「芦別の雪の中を」
1945 講習１日目終了
講師と語る交流会（2000-2130）

【５日】
時刻
内容・教材曲
1000 開館・受付 （15）
1015 発声講座Ⅱ (60)
1115 合唱講座Ⅲ (90)
①「すこしずつ」
②「Peace be with you」
中島敬介さん
1245 事務連絡・昼休憩 (45)
Pf：萩原洋子さん
1330 合唱講座Ⅳ (90)
③「共に生きる町」
―
④「芦別の雪の中を」
高田龍治さん
1500 休憩 （15）
1515 まとめ (30) ☆もう一度歌ってみる☆
渡辺享則さん
1545 閉講式
Pf：中村欣子さん
1600 終了
講師
―
―
松本康男さん
―

＜佐賀市文化交流プラザ交流センター
〒840－0826

講師
―
松本康男さん
中島敬介さん
Pf：中村欣子さん
―
高田龍治さん
渡辺享則さん
Pf：中村欣子さん
―
―

アクセス＞

佐賀市白山2丁目7-1 エスプラッツ３階 TEL.0952-40-0560

http://www.s-platz-koryu.jp/

■佐賀駅から
①徒歩…佐賀駅南口から20分程度。中央大通りを真っすぐ南下。八幡小路交差点を左折。
②タクシー…佐賀駅南口から５分程度。
③バス…佐賀駅バスセンター(3番のりば)から５分程度。
「白山」もしくは「エスプラッツ前」にて下車。徒歩3分。
※「唐人町経由」のバスにご乗車ください。
※「エスプラッツ前」に停車するのは、行き先番号【28】今宿・道崎線のみ（1時間に1本程度）
■佐賀空港から…佐賀空港バス停から30分程度。
「県庁前」にて下車。徒歩５分。
※「唐人町経由」のバスにご乗車ください。
※「エスプラッツ前」に停車するのは、行き先番号【28】今宿・道崎線のみ（1時間に1本程度）

＜講師・松本康男さん＞

＜講師・中島敬介さん＞

1965年国立音楽大学声楽科卒業。1967年同専攻科修了。平島
邦夫、横田孝に師事。主な演奏歴…オペラ「椿姫」「蝶々夫人」
「ボエーム」「魔笛」など多数。2011年より
「歌の贈り物」と題して毎年新しいスタイル
のリサイタルを連続して開催。「冬の旅」は
2019年より連続し22年1月で4回目となる。
2008年3月に佐賀女子短期大学副学長を
最後に退職。現在合唱団「F」を主宰し、そ
の他の合唱団の指導にあたる。佐賀女子
短期大学名誉教授。

福岡県久留米市出身。福岡教育大学在学当時に、合唱音楽に
出会う。指揮と合唱指揮を故石丸寛氏と三浦宣明氏に師事。現
在、久留米信愛中学校・高等学校に勤務し、同校女声合唱団で
顧問・指揮者を努めて2021年全日
本合唱コンクール全国大会に出場。
また2001年より、同合唱部を率いて
３年に一度、英国演奏旅行を行い、
現 地 音 楽 祭 や合 唱 祭 で好 評を 博
す。他に福岡フロイデコール、久留
米カンマーコール、合唱団サウスエ
コー等で音楽監督・常任指揮者を歴
任。福岡県合唱連盟福岡支部長。

＜感染拡大防止のために＞
講習会開催にあたって、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、次のように対策を実施します。ご了解ください。
■講習中もマスク着用（原則不織布／フェイスシールド・マウスガード不可）
■検温、手指消毒、手洗いの徹底
■間を空けて着席
■可能な限り換気を実施
■窓口等必要な箇所にアクリル板等設置
■食事時、｢黙食｣の励行
■当日の現金の授受を避けるために、受講料などの事前のご入金をお願いします

2022 年度・西日本合唱講習会

周辺宿泊先一覧

◆今回、講習会事務局では、宿泊ホテルの手配は扱っていません。
◆予約、空き状況、宿泊料等は、この一覧を参考に、直接宿泊先にお問い合わせ
ください。
◆自力での予約が困難な方は、事務局までご相談ください。
【事務局】佐賀のうたごえ協議会・松田さえ子
TEL＆FAX 0952-53-2856／携帯 080-4277-3896／E-MAIL saechan0710@gmail.com

【練習会場：エスプラッツ周辺】
番号

ホテル名

電話番号

ホームページ

① ビジネスホテル一条

0952-24-0898

② Rest Room Rize

0952-20-0123

③ 旅館あけぼの

0952-24-8181

https://akebono-saga.jp/

④ cosa

0952-37-9929

https://cosa-inn.jp/

⑤

ホテルニューオータニ佐
0952-23-1111
賀

①

③

https://www.sagabai.com/main/?cont=conv&fid=56

https://www.kys-newotani.co.jp/saga/

②

④

⑤
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佐賀のうたごえ協議会

【佐賀駅周辺】
番号

ホテル名

電話番号

ホームページ

① ホテルルートイン佐賀駅前

0952-27-7115

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list
/saga/index_hotel_id_244/

② TAPSTAYHOTEL

0952-20-5090

https://tapstayhotel.com/

③ アパホテル佐賀駅南口

0952-25-1111

https://www.apahotel.com/hotel/kyushu-okinawa
/saga/sagaeki-minamiguchi/

④ サガシティホテル

0952-40-0100

http://www.sagacity-hotel.com/

⑤ ホテルグランデはがくれ

0952-25-2212

https://www.grande-hagakure.com/

⑥ サンシティホテル １号館

0952-31-8888

http://www.hotel-suncity.net/

佐賀インターナショナル・ゲ
0952-97-7384
ストハウス HAGAKURE

http://www.saga-hagakure.com/

⑦

⑧ ホテルマリターレ創世佐賀

0952-33-5511

⑨ 観光ホテル朝風

0952-28-3333

⑩ ビジネス旅館 玉乃恵

0952-23-6601

https://www.hotelsousei.jp/saga/

⑧
⑥
⑦

①

③②

④

⑩

⑨
⑤
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