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ネフうスカ児童合唱団 rベルカン ト」

ジヨイン ト コンサー トを終えて……

6月23日(■)、AOIホールにて姉妹都市オマハのベルカン
ト合唱団とのジョイントコンサートが行われました。会場
は、立ち見のお客様がいらっしゃるほど、大盛況でした。
指揮者のストウループ先生が、静児の声の響きに感激

し、静児のレパートリーをぜひ取り入れたいとおつしゃっ

ていました。また、アメリカで多くの人が静児の歌声を聴
いて勉強すべきだと言ってくださり、7,000人のメンバー

を有するアメリカ合唱指揮者協会の総会でのコンサート
にぜひ、ゲストとして招待したいと要請を受けました。

今回、演奏クラスとの初舞台だつた繰習生の3人も、よく

頑張りました。5月からの限られた練習の中で、『日本のこ

ども』の振りつけまで、見事に覚えてしまいました。たっくん
の“ドラ"も、堂々として立7FKでした。お姉さん違から、歴代
の“ドラ奏者"と比べても、とてもよかつたと替められていま
した。本人はとても緊3長したようです力く 。

4月の発表会以降、養成部の成長ぶりは、目を見張るも
のがあると、練習のたびに先生が言つています。歌はもと
より、イi動面でもとてもしっかりしてきて、前回グランシップ

での出演の時とは、全く違っていました。
また、頑張りましょう。

暴立姜術館ロダン館コン十一 ト

第2回ロダン館コンサートが、7月20日(祝・金)午後2時か
ら開かれました。今回は、ルネサンスのポリフォニー作品と
日本の曲を演奏致しました。ロダン館に響く「お経ミサ」は、
いつもとは違つた響きで、とても面白かつたです。ロダン館
は、まさこヨーロッパの教会の響きと同じなので、高い飛行
機代を払わなくても、教会の響きを勉強することが出来ま

す。ぜひ、練習に使わせて下さいとお願いしたところ、美術
館の方々はもうすつかり静児のファンなので、いつてもどう
ぞ、ということでした。良かつたですね。
第3回目のコンサートは、11月25日(日)Mus■Ca Pttitca

JPNの 出演を予定しています。
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ある生活表から…

演奏クラスのメンパーは、毎日生活表を書いています。3

行程度の日記ですが、それぞれの思いを紙面いつぱいに

書き綴っています。親御さんから本人へ、また先生ヘー言
という欄もあり、ある意味で、意思疎通の場にもなつていま
す。そんな中から、先生がとても印象に残つた一言を紹介し
たいと思います。

●篠崎真子さん● 助 母親 篠崎美代子さん
rご父兄から発生へJ
オマハの合唱団の演奏はさすが大国だけあつて迫力があ
りました。いるいろな人種、文イしの違い、宗教をも超えて一
つになった力強い演奏に圧倒されてしまいました。日本の

繊細き、奥深さ、品の良さを静児は表現してくれました。音
楽を通して国際親善が立派に出来たと拍手を送りながら父
兄の―人として、とても嬉しく思いました。
「親から私へJ

真子はこれまでたくさんの国の合唱団とステージを共にし

ました。イギリス、フィンランド、ブルガリア、アメリカ等々。
10代にこれだけすばらしい体験ができて、すごい人生だな

と思います。苦しい事やつらいときもあったけれど、そのあ
とに感動がついてきましたね。思い出を大切にしようね。
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●岩本麻希さん(高3)姉 岩本祐季さん
『ご父兄から先生へJ

両親が外出のため、私、姉が書かせていただきます。いつ

も妹がお世話になつております。妹の日記など読んだ事が

なく、いつまでも小さいと思つていた妹ですが、この日記を

読んで少し驚きました。そして合唱という技術的指導と共に

メンタル的な教育を先生から受けている事がわかつた気が

します。これからさらに大変な時期に入つていくと思います
が、頑張つて欲しいと思うと共に応援していきます。
「親から私へJ

数年前を思い出します。
「忙しい日の方が勉強力ヽ まかどるJは、陸上と両立させてや

つてきた私も感じました。勉強だけではうまくやっていけな

いんだと思います。まわりが受験だ受験だと、ピリピリさせ

る分、私はリラックスの場を提供したいと思いますが、どう

でしょうか?!



夏季合宿

今年は、夏季合宿(練習生・演奏クラス)を行います。夏

休み期間中、各学校行事が重なり、全員が揃う日が無かっ

たため、9月1日(■)2日(日ソこ決定しました。油山苑に宿泊

し、バッハハウスにて練習を行います。また、2日(日)こは、

養成部も油山苑に集まり、合同練習、お楽しみ会、そして

保護者会も開催致します。そして、2日の午後、バッハハウ
スにて、2台チェンバロのコンサートを鑑賞しましょう。

詳細は、後日お知らせします。

碁威部 クイズコー十一
問題:朝刊の新聞にたくさんいる鳥はな～に?

先生 の

戸時先生
> テレビ静岡番組審議委員会出席
> AOI主 催「ことものための音楽ひ

ろば」合唱指導
> NHK合 唱コンクール審査
> 8/45全 日本ジュニアコーラス

フエスティパル2001講 師

全日本合唱連盟主催(府中の森

芸術劇場)

◆榊原正子さん(:日姓:山梨)

今年で音楽青葉会に入つて40年になる。年長からピアノ

を教えていただき、高校卒業後、大学4年間は『正子お姉さ
ん』と呼んでいただきながら、有意義な時を過ごさせていた

だいた。その頃は、先生の気持ちを察し、空気のような存

在になれるように努力した。お役に立てたことは少なかった

と思うが、私には実り多き時代であつた。もうすでに『正子

おばさん』の域に入つているが、これから50年60年…

『正子お1よあさん』になるまで、お手伝いさせていただけた

らと思う。 (1975年卒団)

0牧 田和代さん(旧姓:古澤)

私が卒団させて頂いてから、早20年という月日が流れて
います。でも、またこうしてスペリオルのメンバーとしてすて

きな時間を持たせて頂ける幸せを感じております。不思議

なもので、練習場の4階まで上り、いつもの場所に座ると、
20年の時が流れている事を忘れ、あの頃のままの私がな
ぜか … いるのです。「先生は魔法使いP」我が家の子供

違は、戸崎先生をこの様に呼ばせて頂いております。先生

の魔法にかかると、なんでもわかってしまう… 。なんでも

頑張れる…。とても不思議なパワーとなります。もう一度こ

の場所とすてきな時間を頂けた幸せを大切に、先生の魔法

にかかる喜びを感じながら、子供達に負けない様、精進し

て参りたいと思います。 (1980年 卒団)

お知らせ

8月に予定していた全団員での合同練習は、■ 日にA01

の講堂を押さえる事が出来ないので、秋に延期します。
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慶乃先生

> 7/21ソ ロ コンサート (大雲寺)
> 7/22深 谷明弘マンドリン・コン

サート静岡音楽館A01主催
> 7/30～ 8/10′ り`研修 ラ ク

レ ダムールリハーサル、レッスン

第54回 音楽青棄会研究発表会

来年の発表会の日程が決定しました。
2002年4月19日(金)・20日(土)21日 (日)静 岡音楽館AO:

各自、次回の発表会に向けて、頑張りましょう。

…

^喫

今回より数名ずつ、スペリオルのメンパー紹介を兼ね、メ

ッセージを掲載いたします。まずは、スペリオルの中核、第
1回ヨーロッパ演奏旅行組の3名です。

◆望月博美さんo日姓:石田)
私が卒団して26年がたちました。今でも言い伝えられて

いる「タンパン投げるよ。」の意味を知つていますか。
では…

第1回ブルガリア演奏旅行ラストコンサートの日の事です。
旅の興奮と感動で泣きそうでした。そこで、気を引きじめよ

うと「がんばろう!泣いたらタンパン投げるよ。」と言つたの

です。これは、励ましの言葉なんですヨ1私が合唱団で学
んだ精神 よ、生活面でも仕事面でもプラスになつています
し、心の支えになっています。合唱団の魔法の空気を娘が

たくさん吸収してくれる事を望んでいます。私も娘に負けな
いよう、今一度、スペリオルの一員としてがんばりたいて

す。皆さんも合唱Elという宝物を大切にして、すてきな大人

になつて下さい。親ビンこと望月博美でした。(1975年卒団)

文葉先生
> 6/2 JCDAセ ミナー 講演
> AOI市 民会議委員会出席
>「 タリス スコラーズ」合唱講習会

通訳 長久手町 厚木市 伊丹市
> JCDA機 関誌「コンタクト」～イギ

リスの合唱事情～ 連載執筆

答え:キジ(記事)



」CDAセミ十一な終えて

文葉先生が、6/2北 とびあ合唱フエステイバルでの第7回」CDAセミナーにおいて、「20世紀における英国合

唱作品」について、講演をしました。そのセミナーのレポートを、実行委員長の清水昭先生と菅野浩和先生が書

いて下さり、日本合唱指揮者協会の機関誌「コンタクト」第35号(2001年6月27日発行)に掲載されました。

2001年 6月 27日 発行 第35号

」CDAセ ミナ ー V01.7を 終 えて /実 行委員長 清水 昭

去る 6月 2日 (■)北 とぴあつつじホールに於い

て ,CDAセ ミナーVO1 7'20世紀におけるイギリ

ス合唱作品～今生きる●|1家を中,きに～」が開催さ

れました.イ ギリスの トリニティ音楽大学で学び昨

年

"回

し 当協会に入会されたばかりの戸綺文葉さ

んを

`緯

師に迎え 現代イギリス合唱作品の様々な姿

をCD(テ ープ)と 楽譜で紹介する…という内容で

す.

彼女はこのセミナーの準備のためイギリスヘ渡り

出版各社を訪ね脇力をとりつけ また合唱指揮者の

方々から数々のア ドヴァイスを受けたそうです.2

時田半というセミナーの時1間を考慮し、最終的に彼

女の決晰て厳選された 1 3 1AF山家の 25作 品はどれ

もたいへん興味深いものばかりで 改めてイギリス

の合唱作品の奥深さと多彩さを実感 しました.

そして戸崎さんの話の中身もまた 充実感あふれ

たものでした。個々の作品 作山家 演奏者に関す

る解説だけにととまらず 現在イギリス国内の合唱

苺情や 留学時代の体験談やエビツー ド等も交え

わかりやすく ていねいに 真摯に、聴衆に語りか

けていました (な お コンタクトでは次号より戸崎

文葉さんに新しく連載をお願いしています。楽しみ

にお待ち下さい。)そ してすべての作品の紹介が終つ

た後、イギリス合唱作品のサンプル盤CD〈 戸崎さ

んが OxfOrdからいただいたもの)の プレゼント (抽

選で20名 様)と いうオマケもありました.

また、セミナーで紹介された作品の楽話につきま

しては パナムジカの御厚意により、フェスティバ

ル期間中 出店で買い求められる様に配慮したはか、

今回時FII等の制約で紹介できなかった作品の楽暗は

当日ロビーに展示致しました.

ところで 今回のセミナーの韓衆の中に 文葉さ

んのお母様ていらっしやる戸崎裕子会長の姿があり

ました。また音楽評綸家の菅野浩和氏も当セミナー

ヘお出かけ下さり お二方共 終了後舞台袖にいら

した文葉さんとお会いになり ねぎらいの言葉をお

かけになっていた様子が印象に残 りました.(菅 野

泊和先生に依頼したセミナーのレポー トが 今号に

掲載されていますので 是非そちらもご覧下さい。)

最後に 当日の運営面に関してですが トラブル

もなく スムーズに進行しました.不 債れな実行委

員長を支えてくれた実行委員及びスタッフの方々に、

この場をお借りして改めて感謝申し上げます。



2001年 6月

興味津々たる、今日のイギリス合唱界の紹介―戸崎文葉による―/菅野浩和(音楽評論・指揮)
有能な新人 米来を託するのにふさわしい才人が

つぎつぎに現れつつあることを実感することの多い

昨今の わが国の音楽界であるが、今回は合唱界に

おいてそのことを感じた。日本合唱指揮青協会が、

2001年 6月 に行なった
'第

2回 北とびあ合唱フ

ェスティバル」の中のセミナーに組み込まれたのが、

この世界でまさに超フレッシュな戸時文葉 (先生か、

さんか 以下 lllもつけない)に よる 彼女のイギ

リス留学での体験が織りこまれた f20世 紀におけ

るイギリス合唱 4・品」ただしf今生きている作由家J

という観点によるもの.

13人 の作由家の 25作 配1を、テープと、一部の曲

は楽諧の投映を交えて紹介していつた内容。これら

の1/「曲家の中にはタツナーやラッターのようにすで

になしみ深い名前もある反面 はじめて聞くものが

多かつたが rth潔な作曲家の紹介が添えられていて

実に興味深かった。

私としてはとりわけFI象に残ったのは宗教曲で、

国枚会が優勢のイギリスでも、カ トリックJllの素材

による作品が多々あることが分かつたし 国教会の

ネι抒てもラテン語作品が随時用いられる機会が多い

事情も反映されていた。この日紹介された―山一曲

についての印象を記すスペースはないが、今世紀後

半の作山活動の中に、ラテン語にせよ、英語にせよ、

テューダーエ朝以来の脈々たるイギリスの合唱音楽

の大河が底辺に流れて その上に展開されている多

様な豊かな実りであることがよく分かつた.

世裕的作品はまさにさまざま、中には印象の薄い

曲もあったが、この日での合唱がいろいろな場で

いかに多彩に 生き生きと行われているかが覗き見

られたよう。とこかの国のように、多くの合唱団が

有名山を追いまわしたり 画一化された模範演奏の

跡を辿ってゆく仮の隆盛とはおよそ違うものである

ことが、この日のレクチャーと そこに並べられた

曲を聞いている間にも感得された。

尤もこうしてFRlき通した 13人の25作 品の様相が

体系的に整理された20世 紀後半のイギリスの合唱

界の縮図であると短格的に受け取ることは講師も望

んでいないところであろう あくまで彼女が、身を

もって体験したイギリスでの合唱生活の中から 彼

女自身の見方と、単に技術だけに長じる合唱人とな

ることを目標とせず、わが国にはまだまだ稀少であ

リ イギリスをはじめ ヨーロッパには多々いる理

論や研究の面においても深く究めてゆく道を歩もう

としている姿勢とまなざしが反映されていたことに

彼女が今後かかわるわが国の合唱界での活動の上に

大きな可能性を予想しないではいられない。

聰いた人の中にも '気 に入つたulがぁった,「楽

譜を取り寄せた0コ i歌った」て終わり|こしない考え

方 いつも評中1の 有名曲を追っかけずにはいられ

ない習性から脱して 絶えず自分の冴えた感性でそ

の世界を見て 自分ならではの行き方を選べる、そ

ういう合唱人の出現への 一つのヒントとなるなら

ば幸いである と思った


