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       ＜プログラム＞   

 

 

 

講評 源田俊一郎先生（作曲家） 

   中村 拓紀先生（合唱指揮者） 

 

 

 

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

 

 

 

１、ゆりがおか児童合唱団          

指揮：藤井 大輔    ピアノ：和田 良枝 

 

合唱組曲「くるみ割り人形」より 

行進曲       作曲：チャイコフスキー 

台本と音楽：中山 知子 

増本 喜久子 

              

大きな古時計        作詞：保富 庚午 

               作曲：ワーク 

             編曲：小林 秀雄 

 

かがやいて麻生          作詞：星合 節子 

             作曲：豊住 竜志 

              

 今年はたくさん外部公演に恵まれ、夏の定演

に向けて練習に励んでいます。来年はゆり児 50

周年です。OG、OB、地域の皆様に支えられ、大

きな節目を迎えようとしています。 

 

 

２、コーロ・麻生              

指揮：須永 尚子     ピアノ：井向 結 

 

ミュージカル「マイ・フェア・レディ」より 

君住む街角     作詩：Alan Jey Lerne 

                   作曲：Frederick Loewe 

運が良けりゃ 

 

一晩中 踊りあかそう 

  

須永先生の楽しいご指導で、心のハーモニー

を大切に、月２回日曜日に歌ってます。新しい

お仲間募集中。いつでも見学歓迎です。 

  

      

３、赤とんぼの会               

指揮：小川 聖子     ピアノ：河野 順 

 

鞠と殿さま        作詞：西條 八十 

             作曲：中山 晋平 

             編曲：小坂 恵一 

              

琵琶湖周航の歌     作詞：小口 太郎 

            作曲：吉田 ちあき 

 

夕焼け小焼け       作詞：中村 雨紅 

             作曲：草川 信 

編曲：坪野 春枝                        

 

 ほとんどのメンバーが後期高齢者ですが、歌

い継がれた童謡・唱歌などの日本の歌を、心を

合わせて歌います。一緒に歌を楽しみません

か？見学者歓迎です。 

連絡先：岡 044-987-5660 

 

 

 

４、風のコーラス                

指揮：渡邉 麻衣    ピアノ：中西 理香 

 

合唱組曲「海の記憶」より 4．終曲 

海よ 愛よ      作詩：金子 恵美子 

            作曲：守谷 弘 

 

にじいろ        作詞作曲：絢香  

編曲：ツナヨシ 

 

守谷弘先生作曲 合唱組曲「海の記憶」より

終曲「海よ 愛よ」は、この度、風のコーラス

のために女声 3 部に編曲してくださいました。

合わせて「花子とアン」の主題歌「にじいろ」

を歌います。 

 

 

 

５、コール片平チェリーズ             

指揮：丸山 哲郎    ピアノ：丸山 博子 

             

ゆりかご     作詞・作曲：平井 康三郎 

                          

ずいずいずっころばし       わらべ歌 

                     

通りゃんせ            わらべ歌 

 

両先生の御指導で楽しく、きびしく練習を続

けています。本日は幼少の日に戻り生き生きと

各パートを楽しみます。江戸の時代に生まれた

「わらべ歌」が今「令和」の空に響きます。 
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６、コール・リス・ブラン          

指揮：田島 諒子    ピアノ：勝村 紀子 

 

川崎洋の詩による五つの女声合唱曲 

「やさしい魚」より 

やさしい魚       作詩：川崎 洋  

作曲：新実 徳英  

 鳥が 

 

 3 月に結成 30 周年記念コンサートをユリホ

ールにて開催しました。本日は、川崎洋のファ

ンタジックな詩に曲をつけた新実徳英の「やさ

しい魚」の中から 2 曲を歌います。 

 

 

７、コーロ・マスキーレ・あさお       

指揮：辻端 幹彦     ピアノ：尾形 由美 

 

ふるさと       作曲：オナーティン 

編曲：オリオンコール 

 

北の国から       作曲：さだ まさし  

            編曲：鈴木 憲夫 

 

ほほえみ        作詩：小田切 清光 

            作曲：鈴木 憲夫 

 

 平均年齢約 75 歳、シニアパワー全開の男声

合唱団です。昨秋の定期演奏会では、麻生の寅

さんを歌い、演じました。更なるパワーアップ

を目指し、常に新しい仲間を求めています。 

 

 

 

８、麻生シンガーズアンリミテッド             

ピアノ：中林 嘉愛 

 

故郷           作詞：高野 辰之 

         作曲：岡野 貞一 

           

卒業写真      作詞・作曲：荒井 由美 

         

明日があるさ       作詩：青島 幸男 

             作曲：中村 八大 

 

今年の 1 月結成。メンバー全員、合唱経験が

あまり無い、出来立てホヤホヤの合唱団です。

昭和音楽大学声楽科出身の中林先生に御指導

いただき、毎回上達していくのを実感します。

多くの地域住民の方と感動を分かち合いたい

と思い、音楽祭に参加しました。 

連絡先: 小橋  080-5192-0450  

  https://asaosingers.wixsite.com/mysite 

９、麻生小学校 PTA コーラス         
指揮：井上 桃子   ピアノ：久保田 洋子 
 

女声合唱曲集「自然と愛と孤独と」より 

 悲しみのようにひそかに 

作詩：E.ディキンスン 

訳詩：中島 完 

作曲：木下 牧子 

 
女声合唱とピアノのための「風のなかの挨拶」より 

風のなかの挨拶    作詩：佐々木 幹郎  

            作曲：信長 貴富 

 

 「風のなかの挨拶」は東日本大震災を題材と

しています。震災後の世界を生きぬくことへの

励ましの詩です。作曲者の言葉にあるように生

を讃え、そして力を合わせて前進することを願

って歌います。 

 

 

１０、Ｃｌｏｖｅｒ Ｌｏｖｅｒｓ       

指揮：今井 祐之    ピアノ：星野 隆行 

 

混声合唱アルバム「歌われて」より 

宿題         作詩：谷川 俊太郎 

作曲：相澤 直人 

 

春に           作詩：和合 亮一 

             作曲：信長 貴富 

 

私達は昨年 12 月に第 2 回演奏会を開催しま

した。これからも地域の皆様を楽しませ、愛

される合唱団を目指して歌い続けます。本日

は団全員で選んだ曲をお楽しみください！ 

 

 

１１、すがなみ女声コーラス          

指揮：鳥養 和歌子   ピアノ：嘉山 淳子 

 

美しく         作詞：深尾 須磨子 

            作曲：平井 康三郎 

              

水のオルゴール      作詞：津吹 市郎 

             作曲：渡部 節保 

 

浜辺の歌         作詞：林 古渓 

作曲：成田 為三 

編曲：江口 泰央 

 

 初めて音楽祭に出演いたします。ドキドキ、

緊張しておりますが、言葉やハーモニーを大切

に歌うという練習の成果を発揮できる様、頑張

りたいと思います。お仲間募集中。 

https://asaosingers.wixsite.com/mysite
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１２、あさおポップスコーラス         

ピアノ：西村 勝行 ヴァイオリン：古川 真理 

          

荒野のならず者     作詞：M.Gamble 

訳詞：岡本 日登美  

作曲：L.Huff 

編曲：西村 勝行 

   

The Rose      作詩作曲：A.Mcbroom 

訳詞：岡本 日登美 

編曲：西村 勝行  

            

「うまいより いいな ♪」をモットーに結

成 33 年目。毎週火曜日の夜、集まっています。

今回は 1974 年にヒットしたザ・スリー・ディ

グリーズの曲と 1979 年ベット・ミドラーが主

演した映画の主題曲を歌います。（訳詩はメン

バーが担当しています。） 

 

 

 

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

 

         講評 

 

休憩         

 

 

      
 

 

１３、コーラス銀の会              

指揮：武田 直之    ピアノ：熊本 智子 

 

逢えてよかったね   作詩・作曲：小原 孝 

             

菩提樹         作詞：ミュラー 

            訳詞：近藤 朔風 

作曲：シューベルト 

              

 「銀の会」は、苦しい冬の時を乗り越え、た

くましく生まれ変わりました。武田先生をお迎

えして、名実ともに新生銀の会のスタートです。 

人々との出会いを大切にし、逢えてよかった

ねと声を合わせて、明日に向かって歌い続けま

す。 

１４、麻生もくせい会             

指揮：渡辺 美佳   ピアノ：佐藤 由里亜 

    

山田耕筰による合唱曲集「赤とんぼ」より 

 あわて床屋～かやの木山の 

       作詞：北原 白秋 

             作曲：山田 耕筰 

             編曲：遠桝 満 

 

「春よ 来い」より 

フニクリフニクラ   訳詩：青木 爽 

              清野 協  

            作曲：デンツァ 

            編曲：源田 俊一郎  

                     

 いくつになっても「唇に歌を！」美佳先生の

熱意と愛情に甘えつつ楽しく歌っています。今

年はのどかな日本の田舎から一路イタリアへ。

ベスビアス登頂にチャレンジします。 

 

 

１５、チョコっとコーラス隊             

指揮：大森 寿枝    ピアノ：佐藤 将大 

 

大好き東柿生     

作詞：東柿生小学校平成 19 年度 2 年生 

   作曲：山本 智恵子 

   編曲：大森 寿枝 

 

パプリカ      作詞・作曲：米津 玄師 

             編曲：西條 太貴 

 

 私たちは東柿生小学校チョコっとクラブコ

ーラス部門メンバーです。子どもたちと手作り

や音楽を楽しみながら夢や子育ての悩みも語

れる何でもあり！のサークルです。（衣装協力 

チョコっとクラブ） 

 

 

１６、青葉コーラス              

指揮：西田 宏     ピアノ：柴田 菊子 

 

となりのトトロ      作詞：宮崎 駿 

             作曲：久石 譲   

             編曲：若林 千春  

 

Libertango         作曲：Astor Piazzolla 

                        編曲：Oscar Escalada 

 

独特なアレンジの 2 曲を演奏します。「とな

りのトトロ」はアカペラ、「リベルタンゴ」は

スキャットならではの独特なリズムと世界観

を楽しんで頂けたら幸いです。 
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１７、男声合唱団シブガキ                  

  

Diu vi Salvi Regina    コルシカ島の民族歌 

                編曲：信長 貴富 

            

星屑の街          作詞：安岡 優  

             作曲：北山 陽一 

             採譜：広田 圭美 

 

 毎度おなじみ「やりたい事をやりたいように」

がモットーの男声合唱団シブガキです。今回は

地中海コルシカ島の民謡とアカペラグループ、

ゴスペラーズの代表曲を演奏します。 

 

 

１８、麻生童謡をうたう会           

指揮：山本 佳世    ピアノ：石田 洋子 

 

椰子の実         作詞：島崎 藤村 

             作曲：大中 寅二 

             編曲：北爪 道夫 

 

めえめえ児山羊      作詩：藤森 秀夫 

             作曲：本居 長世  

編曲：北爪 道夫 

 

 今年も、様々な施設を訪れて一緒になつかし

い童謡を歌うなど、地域に根ざした活動を続け

ています。ステージでも楽しんで歌うことを心

がけていきたいと思います。 

 

 

１９、新百合混声合唱団            

指揮：木村 美音子   ピアノ：岩崎 能子 

 

「レクイエム」より   作曲：モーツァルト 

 Confutatis 

 

 Lacrimosa 

 

 来年の第 18 回定期演奏会に向けて、モーツ

ァルトの「レクイエム」を練習中です。すばら

しい名曲を一緒に歌う団員を募集中です。 

連絡先：左座（サザ）044-952-3598 

 

 

 

     
 

２０、麻生女声合唱団             

指揮：武田 直之    ピアノ：熊本 智子 

 

勿忘草        
作詞：ドメニコ・フルノ 

     訳詩：音羽 たかし 

作曲：エルネスト・デ・クルティス 

編曲：小林 秀雄 

 

逢えてよかったねⅡ  作詩・作曲：小原 孝 

 

 熱い熱い…その想いを止められない…そん

な『勿忘草』そして…。指揮者とピアニスト私

たちの気持をひとつにして演奏します…。もう

1 曲、本当に『逢えてよかったね♡』 

 

 

２１、アンサンブル・アマデウス        

指揮：辻端 幹彦    ピアノ：尾形 由美 

 

Sancta Maria mater Dei  K.V.273  

作曲：モーツァルト 

 

Kyrie  K.V.90       作曲：モーツァルト 

 

We are the champions 

    作詞・作曲：フレディ マーキュリー 

 

クイーン vs モーツァルト！どちらも時代の

最先端を切り開いた音楽家たち、モーツァルト

好きにもクイーンはすばらしい音楽で大好き

になりました。ぜひ聴いてください。 

連絡先：酒井 090-8172-5005 

 

 

２２、コーラス「柿の実」            

指揮：高森 義文      ピアノ：蟻坂 千佳子 

 

花のまわりで            作詞：江間 章子 

作曲：大津 三郎  

            編曲：高森 義文 

 

亜麻色の風の中へ    作詞：こわせたまみ 

            作曲：玉木 宏樹 

           編曲：高森 義文 

 

花と草と風と    作詞：やなせたかし 

          作曲：まいたしょうこう 

 

 今回はＮＨＫ全国学校音楽コンクール小学

校の部で課題曲として歌われた 3曲を演奏いた

します。子どもたちの歌声とは一味違った大人

の表現をお聴きください。 
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２３、混声合唱団南生田コーラス        

指揮：佐藤 玲子    ピアノ：飛澤 直子  

 

「谷川俊太郎の詩による 4 つの歌」より 

ワクワク       作詩：谷川 俊太郎 

  作曲：佐藤 敏直 

 

瑠璃色の地球      作詞：松本 隆  

作曲：平井 夏美 

           編曲：源田 俊一郎 

                 

 創立以来 39 年、色々なジャンルの曲を手が

けてきました。来春の「日本の音楽展」に向け

て佐藤敏直先生の合唱曲の練習を始めました。

源田先生編曲の「瑠璃色の地球」を歌います。 

 

 

 

２４、麻生合唱団               

指揮：大貫 浩史     ピアノ：井熊 康子 

 

アヴェ・ヴェルム・コルプス 

            作曲：モーツァルト 

 

「カルミナ・ブラーナ」より  

作曲：カール・オルフ  

  

 次の演奏会（来年 6 月 7 日）の曲目は「カル

ミナ・ブラーナ」です。毎土曜日 18 時半から

青葉幼稚園で練習しています。団員募集中です。

ぜひご参加ください。 

連絡先：鈴木 044-986-9144 

 

 

２５、会場合唱                

指揮指導：大貫 浩史   ピアノ：井熊 康子       

 

麻生区イメージソング 

「かがやいて麻生」    作詞：星合 節子 

             作曲：豊住 竜志 

 

 

 ～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

 

講評 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様へお願い 

 

・各団体の入退場時以外は出入りできません。 

演奏前に着席し、演奏中は立ち歩かないでく 

ださい。 

・演奏中の写真撮影は、ご遠慮ください。 

・一般のお客様はビデオ撮影禁止です。出演者

のご家族、出演者の依頼を受けた方は受付で

申請し許可証を受け取り、客席後方５列（の

はひふへ列）で申請した団体のみ撮影してく

ださい。 

・携帯電話、時計のアラームなど音の出る機器

はマナーモードまたは電源をお切り下さい。 

・会場内は飲食禁止です。 

・多くの方が座れるように、座席に荷物を置い 

たまま離れないでください。（残った荷物か

ら騒音が発生することもあります。） 

・小さいお子様は客席左右後方の母子席(ガラ 

ス張りボックス席)も利用できます。音漏れし 

ますので保護者と静かに利用してください。 

・ベビーカ―の会場内使用はご遠慮ください。 

・補聴器はハウリングを起こすことがあります 

ので、きちんとご装着ください。 


