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◆日時◆ ５月６日(土)～７日(日) ◆会場◆ DMG MORIやまと郡山城ホール
６日 10時～事前譜読み 13時～21時講習／７日 ９時15分～16時30分講習 奈良県大和郡山市北郡山町211-3 アクセス裏面

◆講師◆

新実徳英さん （作曲家）

寮美千子さん （作家・詩人）

平野雅世さん （ソプラノ歌手）

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)

山本恵造さん （関西合唱団指揮者･レガーテ指揮者)

高田龍治さん（広島合唱団他指揮者）

ピアノ 藤里香世さん／吉田はるみさん

◆教材曲◆(２月28日現在→変更の可能性があります)

①｢昨日よりも優しくなりたい｣（作詩：和合亮一／作曲：新実徳英）

②｢スタートライン｣（詩：受刑者／編:寮美千子／作曲：池辺晋一郎）

③｢キエフの鳥の歌」（ウクライナ歌謡／訳詞・編曲：木内宏治）

④｢ダニーボーイ｣（アイルランド民謡／訳詞：なかにし礼／編曲：小林康浩）

⑤｢レールの音が聞こえますか｣ （詞：熊谷勇二／曲：たかだりゅうじ／編曲：堀井泉）

⑥｢今 この時代に｣ (詞曲：園田鉄美／編曲：池田位文)

◆宿泊・弁当◆ 裏面をご覧ください。

◆受講料◆(2月28日現在)

◆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申込〆切＝第一次〆切 3／31、最終4／30事務局到着分まで。宿泊は4／12〆切

※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。

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。

**********************************************************************************************************************

【主催】日本のうたごえ全国協議会

【申込先】講習会事務局・掛川貞省(奈良のうたごえ協議会)TEL 090-6963-5804/FAX 0742-47-6113/E-MAIL t-b@ma2.seikyou.ne.jp

【受講料振込先】郵便振替口座
ゆうちょ銀行から→→→ 記号１４５００－番号０３８５９６０１ カケガワ テイショウ

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 ４５８／預金種目 普通

／店名 四五八 店（ヨンゴハチ店）／口座番号 ０３８５９６０

**********************************************************************************************************************

2023年西日本合唱講習会参加申込書 受講料＋宿泊・弁当 合計 円
申込日 2023年 月 日

※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 うたごえ協議会

会員 ・ 会員外

氏名 男 住所 〒
・

パート ソプラノ ・ アルト ・ テナー ・ バス 女

自宅電話 ＦＡＸ 携帯電話

e-mail 宿泊希望 5／6宿泊 ・ 不要 宿泊代計 円

参加日 1．両日 2．6日のみ 3．7日のみ 4．限定受講（ ７日講座⑤-1 ･ ７日講座⑤-2 ･ ７日講座⑥-2 ） 受講料 円

弁当 5/6昼 ・ 5/6夕 ・ 5/7昼 弁当代 円 受講料・宿泊代 振込 ・ 現金書留 ・ 持参 ・ その他 入金日 月 日
申込 入金方法

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）

＜教材曲と使用楽譜について＞

①「昨日よりも優しくなりたい」 ②「スタートライン」
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

上記以外、③～⑥

日本のうたごえ祭典in北海道合唱曲集
｢あなたと一緒に｣所収

…税込1800円（3／1発売）

→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。

うたごえ協議会会員 会員以外
両日   8,000円 11,000円
１日のみ   5,000円   6,000円
両日 11,000円 13,000円
１日のみ   7,000円   9,000円

関西各府県

関西以外

合唱講座⑤-1 ⑤-2　合唱講座⑥-2　限定受講
→裏面タイムテーブル　（北海道祭典出演登録者のみ対象）

１講座につき
3,000円

他の講座も受講する場合は、｢１日参加｣
または「両日参加」でお申し込みください



◆タイムテーブル(案)◆ (２月28日現在案→変更の可能性があります)

＜やまと郡山城ホール アクセス＞
〒639-1160 大和郡山市北郡山町211-3 TEL.0743-54-8000 http://www.ykjohall.jp/index.html

■ 最寄り駅から
①近鉄橿原線近鉄郡山駅から徒歩約７分 ②ＪＲ大和路線郡山駅から徒歩約15分

■ 最寄り駅まで
①近鉄郡山駅まで ・京都駅から約35分(特急利用・西大寺乗換)／約45分(直通急行) ・大和八木駅から約16分(急行)

・難波駅から約35分(快速急行・西大寺乗換) ・大和西大寺駅から約６分(急行)・８分(普通)
②ＪＲ郡山駅まで ・大阪駅から約45分(大和路快速） ・天王寺駅から約30分(大和路快速）

＜講師・寮美千子さん＞ (作家・詩人)

1955年、東京生まれ。1986年、毎日童話新人賞を受賞し

てデビュー。1990年代、衛星放送ラジオSt.GIGAに600篇以

上の詩を提供。2005年、泉鏡花文学賞を受賞。2006年、神

奈川から奈良に移住。2007年〜2016年、奈良少年刑務所

で社会性涵養プログラム（絵本と詩の教室）講師。幼年童

話から絵本・純文学・ノンフィクションまで幅広く執筆。

＜講師・新実徳英さん＞ (作曲家)

東京大学工学部卒業、東京藝術大学作曲科卒、同大学

院修了。オペラ「白鳥」、管弦楽曲「風神・雷神」他多数。77

年「アンラサージュ」ジュネーヴ国際バレエ・オペラ音楽作

曲コンクールグランプリ。05年「協奏的交響曲エラン・ヴィタ

ール」尾高賞ほか中島健蔵音楽賞、文化庁芸術祭大賞、

別宮賞等多数。室内楽、器楽、邦楽、声楽、合唱作品等多

数。特に「白いうた青いうた」（詩・谷川雁）全53曲は様々な

形態に編曲され広く演奏されている。

＜宿泊・弁当のご案内＞

■ 宿泊
5月6日(土)の宿泊についてお部屋を確保しています。
・サンホテル大和郡山 シングル 6,500円

(簡単な朝食付)
・近鉄郡山駅から１駅、「筒井駅」下車徒歩３分
・申込は４月12日(水)まで受け付けます。
・２週間前よりキャンセル料が発生します。

■ 弁当 6日昼・6日夕・7日昼のお弁当を用意します。
・１食お茶付900円。
周辺に店は少なく、食事休憩の時間も短いので、
お弁当をお勧めします。

＜感染拡大防止のために＞ 以下の対策は変更になる可能性があります

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） ■検温、手指消毒、手洗いの徹底 ■可能な限り換気を実施
■間を空けて着席 ■食事時、｢黙食｣の励行 ■当日の現金の授受を避けるために、できるだけ事前入金を

【5月6日(土)】
自 至 要分 内容／教材曲 講師
900 930 30 準備 ―
930 1000 30 受付① ―

1000 1200 120 譜読み練習
「スタートライン」
｢昨日よりも優しくなりたい｣

渡辺享則さん
山本恵造さん

1200 1300 60 昼休憩 ―
1230 1300 30 受付②　 ―
1300 1315 15 開講式 ―
1315 1445 90 特別講演

寮美千子さん

1445 1455 10 休憩 ―
1455 1615 80 声楽講座

平野雅世さん

1615 1625 10 休憩 ―
1625 1755 90 合唱講座① （休憩込み）

｢スタートライン｣
渡辺享則さん

1755 1840 45 夕休憩 ―
1840 1950 70 合唱講座②

｢昨日よりも優しくなりたい｣
新実徳英さん

1950 2000 10 休憩 ―
2000 2100 60 合唱講座③

｢キエフの鳥の歌｣
渡辺享則さん

2100 事務連絡｢講習１日目終了
・2130までに退出完了

―

【5月7日(日)】
自 至 要分 内容／教材曲 講師
900 930 30 準備／受付③ ―
930 945 15 北海道祭典コーナー ―
945 1000 15 発声練習

1000 1140 100 合唱講座④（休憩込み）
｢昨日よりも優しくなりたい｣

新実徳英さん

1140 1230 50 昼休憩（受付④） ―
1230 1315 45 ミニコンサート＆レクチャー

平野雅世さん

1315 1320 5 休憩
1320 1440 80 合唱講座⑤-1（小ホール）

女性合同曲より
｢ダニーボーイ｣

山本恵造さん

1320 1440 80 合唱講座⑤-2（リハーサル室）
国鉄･労働者合同曲より
｢レールの音が聞こえますか｣

高田龍治さん

1440 1445 5 休憩 ―
1445 1605 80 合唱講座⑥-1（小ホール）

｢スタートライン｣
渡辺享則さん

1445 1605 80 合唱講座⑥-2（リハーサル室）
青年･保育･教育合同曲より
｢今 この時代に｣

山本恵造さん

1605 1615 10 休憩／レポート記入 ―
1615 1630 15 閉講式 ―
1630 終了／撤収

・1700までに退出完了
―

＜講師・平野雅世さん＞(ソプラノ歌手)

大阪音楽大学声楽科卒業。文化庁海外研修制度でニュ
ーヨークに留学。「椿姫」｢アイーダ」等多数のオペラに主
演。また「西本智実in南座」(語り：黒柳徹子、衣装：コシノヒ
ロコ)に蝶々夫人役で出演する。近年関東にも活躍の場を
広げ、オペラ「遠い帆」（三善晃追悼公演）で新国立劇場に
出演する他、日生劇場「ランスへの旅」「愛の妙薬」、東京文
化会館「カルメン」等出演を重ねている。藤原歌劇団団員。


