SH:ZU
‖lLDREN・
AυεuST 2002

4/21 '02静

岡児童合唱団演奏会

4月20日 (■)、
静岡音楽館A01に て、第54回音楽青葉会
研究発表会が開催され、ピアノや声楽等、幼児から大人ま
で、日頃の練習の成果を発表しました。そして、翌日同館に
て、静岡児童合唱団の定期演奏会が開かれました。3部 構
成で、第 1部は 「
ルネサンスのうた」。3重 立体合唱・
キリエ"
ペ
を養成部、演奏クラス、ス リオルで漬奏しました。そして
こどもたちのうた」では、坪能克裕作由 おとあそ
第2部の 「
"を
び 養成部 と演奏クラスが 、ステージいっばしヽこ広がって
踊りました。これは 10年前、東京芸術劇場での『合唱の祭
典』(作曲家協議会主催)において大好評だつた作品です。当
然、現メンバー は全 員が初挑戦 であり、今回養成部も参加
するため、新たに振りつけを改善し、昨年の夏の合宿から
少しず つ練習を重ねてきました。本番では、全員のエネル
ギーが爆発し、小学生も元気はつらつ 、楽しそうに踊つてい
ました。(会場にいらした幼稚回協会の先生方が感激され、ぜひ7月
の記念演薬会て、再演して下さいと依頼を受けました。―下記参照)
そして、その パ ワー に負けず 、幼児部の演奏も素晴らし
かつた。フ人のうち5人が初舞台でしたが、お姉さん達には
負けられないと、張りきつて歌 つたそうです。元気一杯 の歌
声に会場は大喝采。とつても良い声で、とっても可愛らしか
つたです。
ブルガリアのおもいで」。今回、スペ リオルはお
第3部は「
いの
揃
紺のドレスを新調しました。現役のセーラー 服とも合
い、品があつて良いと好評でした。懐 かしい 2つのブルガリ
ア民謡 "など、ブルガリアの作品を歌いました。

北陸の8地 区の幼稚園協会が、各県持ち回りで開催する
研修大会です。
今までの大会では、記念式典、記念演奏、記念講演の順
で開催されていました。毎年記念式典に出席して感じること
は、式典が始まり来賓の祝辞の間も参加者はぞろぞると入
場し、ざわざわして落ち着かないものでした。また、〔
開始時
間を守ること〕
や〔
相手の話を静力ヽこ聞くこと〕は人間として
あたりまえのことなのに、教育に携わる者がなぜできない
のかと悲しく思うと同時に、恥ず かしい気持ちで一杯でし
た。静岡大会ではこの二の舞はしたくないとずつと考えてい
ました。そのためにはどうすればよいかと考えたとき、記念
演奏を静岡児童合唱団の皆様にお願いし、合唱団の素敵
な歌声で幕を開けさせてもらおう決心しました。しかし、演
奏が始まつたとき空席ばかりだつたり、また、おしゃべ りが
多くて演奏ができる状態でなかつたら、一生懸命に歌つて
いる子供たちの心を傷つけてしまうのではないか等と随分
悩みました。戸崎先生にも事情をお話し、理解していたださ
ました。役員の先生方にも相談し、励ましていただきながら
当日を迎えました。担当の相田先生も、開幕までの雰囲気
作りを考えてくださいました。
大会当日いよいよ開幕5分前となり、私は祈るような気持
ちで客席を見渡すと、1階はほとんど満席 になつていまし
た。そして合唱団のアレルヤの歌が始まると同時に、参加
者全員の心が合唱回の凛とした歌声に引き付けられまし
この大会は成功した」と心の底から思うと
た。その時私は「
同時に、戸崎先生や合唱団の皆様に感謝いたしました。大
勢の参加者が素敵な歌声 に感動し、歌うことの素晴らしさ
をこの大会のお土産として持ち帰ることができました。本当
にありがとうございました。
静岡県私立幼稚園振興協会理事長

7月 30日 (火)グランシップ大ホ ールにて、 「
東海
北陸幼稚園教育研究静岡大会Jが開かれ、記念演奏会 に、
豊成部2年 生以上、練習生、演奏クラス、青葉会スペ リ
T/1ル
が出演しました。新 しいカラフルな夏用Tシ ャツを
着て、 おとあそぴ"の 再演は、大好評でした。
秦敵 な感 動 をあ りが こ う !
平成 14年 度東海北陸地 区教育研究静岡大会が2600名
(県外1100名。県内 15∞名)の先生方の参加を得て開催さ
れ、盛会裡に終 了することができました。この大会は東海

宮下ちづ子

拝啓
処暑のみぎり、ますます御健勝のこととお喜び申し上げま
す。さて、7月 30日の 当会研究大会開催の折には、先生は
じめ団員の皆様 にはそれぞれ に大変ご多忙のところを、ま
げてご出演いただき、誠にありがとうございました。お蔭様
にて、本大会も盛会の中、無事に終 了することができまし
た。これもひとえに皆様方 のご支援、ご協力のお陰と深く感
謝申し上げます 。
例年この 大会は開会時の集合状態が思わしくなく、今年
の大会運 営 にあたっても大変心配していた点でもありまし
た。そこで宮下理事長や各実行委員とも話し合 つた結果、
静岡の誇る合唱を前面に押し出して記念演奏とし、参加者

にはそれまでに入場していただき、落ち着 いた雰囲気 の 中
でコンサー トを楽しみ 、気持ちも新たに開会式 に臨んでい
ただこうという企画になつたわけです。今までは最初にコン
サートをもっていった大会はなく、ある意味では大きな冒険
でもありました。合唱団の皆さんがすばらしい演奏をしてい
ただいている中に参加者 があとからあとからぞろぞろと入
場してきて、騒 々しく落ち着 かない雰囲気 にならぬよう、私
共も開演後に到着した人々の流れをどうしようかと頭を痛
めましたが、それも取り越し苦労 に終りました。開演までに
はぼ95%を 越す参加者が来場し、着席してくださいました
し、事情で遅れた方もスムー ズかつ静 かに2階席 に移動し
てくれて、大変静粛な雰囲気の中で演奏会をもつことがで
きたからです。これは、やはり事前 に静岡児童 合唱団の皆
さんの記念演奏があることをしつか りと参加者にお伝えし、
また参加者の皆さんもこの演奏会を楽しみに駆けつ けてく
れたからこそだろうと思います。何 しろ富山や福井の皆さん
は朝 5時頃に家を出ないと開演時刻に間に合わないわけで
す から、それだけの 期待感をもって参加してくれたというこ
とでしょう。特に'おとあそび "をはじめ、生徒さんの躍動感
溢れる歌と動きは好評でしたね。本当にやっていただいて
よかつたと思います。合唱団の皆さんの素晴らしい演奏の
お陰で、会場内の雰囲気も安定し、続 いての 開会式も例年
にない落ち着いた雰囲気の中での実施することができまし
た。来質で参加された県知事さんがあまりの気持ち良さに
予定を大幅に越えてのご挨拶をなさつたほどです 。
昨 日の夕刻 に、宮下理事長 のご配慮で実行委員と静 岡
市内の幼稚園長、それ にPTAの 代表者が集まって慰労会
を催しましたが、皆さんの日から「合唱団の皆さんに来てい
ただいて本当によかった。大成功 !」の声があがり、担当さ
せていただいた者としても大 変嬉 しく思 いました。これ から
は私も静岡児童合唱団の 一 人のファンとして、側面から生
徒さんの活動を応援してまいりたいと存じます。
これより先、残暑の厳しい毎 日となります。先生におかれ
ましては十分ご自愛の上 、ますます ご活躍なされますよう
お祈り申し上げます。また、合唱回の益 々のご発展を祈念
し、重ねてこのようなご縁をいただきましたことに深く感謝
申し上 げ、甚だ簡単では ございます が、御礼のご挨拶とさ
せていただきます。本当にありがとうございました。 敬具
平成14年8月1日

あ る生 活泰 か ら …
●柴田理亜さん (1ヽ5)
6月 15日 (土)
今 日は、合唱団がありました。合唱団に行く前、合唱団
の発声練習の時 に、頭のつむじにビタッとあててみようと、
日標を立てました。そして、その目標通りに発声の時 に、と
てもいい声が出てきました。そして、私は前よりもちょっと歌
をがんばってみました。なにしろ、私はもう練習生ではない
ので、今度は練習生のたがこちゃん、まきちゃん、あやちゃ
んに歌の見本を聞 かせてあげなくてはならない立場だから
です。私にも、分からない所なんて、もうたくさんあります。
でも、その分からない所は、しきに分かってきます。そう望
んでいます 。そして、勉強したいです。でも練習生の 3人
は、私の知っている事を知らないかもしれないか ら、もし、
私 力く
役に立てば教えてあげたい、とそういう気持ちをもつて
歌 いました。ところが 、なぜがあまり他のパー トの声が聞こ
えてきませんでした。そして、そう思 つた時、先生が注意し
て下さいました。私は心の中ではドキッとしました。でも、す
ぐに直りました。だつて、私はじっかり歌 つていたから。声楽
の時に、先生とお母さんの事を話しました。やつぱりこんな
にきびしいお母さんと出会つたのだから、私も音楽がもっと
できるようなすばらしい人になりたいと思いました。そして、
その 思いの強さに、私はここまでやってこれたのだと思いま
す。ときには先生に、ビアンで注意されて泣きそうになつた
時もありましたが、その泣きそうになつた時の後かいの大き
さといつたら、ものすごく大きい。だから、後かいする前にや
I、後か いはしない事になる。だけど、やつぱりみ
っておけI」
んな戸崎先生 に注意 されて、時 には叱られてでもそれが大
きなゆめにつながる事になるということは、だれでもうれし
いと思うから、やつばりこれからも、私も、みんなも、がんば
つてほしいと思いました。みんな、がんばろうね 1

焼津豊田幼稚園 園長 相田芳久

新棘 習 生 な迎 え て …
5月6日 より、新 メンバーでの練習 がスタートしました。平松
4)、高橋亜弥さん (小4)、小,I昂子さん (4ヽ
真生子さん (4ヽ
6)の3人 が、養成部から練習生になりました。

これ か らの 予 定
2002年 11月4日 (祝)グ ランシップ
「日本音 楽学会創立50周 年 .・
L念 国際大会記念演奏 会」
・
2002年 11月9日 (■)静 岡市 民文化会館
「
歯 科 医師大会 記 念演奏 会J
2002年 11月 16日 (土)静 岡音 楽館A01
「戸崎先生 バー スデー 無料 コンサ ー ト」
*お ばちゃん先生と戸崎先生 が 、先生の誕生 日に'あめ "
ではなく、A01ホ ー ルを私 津 にプレゼントして下さいます 。
小アンサンブルなど盛 り沢 山の企画を考 えています 。
2002年 12月22日 (日)グ ランシップ
「
新世紀 コンサー ト 〜富 士山をうたう〜」
静 岡 県文化財 団 &静 岡朝 日テレビ 主催

創立60日年趣 余行事
Part i
2003年3月29日(■)記念演奏会 静岡音楽館 AOI
〜名誉指揮者ネデァルコフ先生 を迎えて〜
30日(日)記 念祝賀会

0ソ リスト ポール ロビンソン(テナー)
ケンブリッジ大学キングス カレッジにて聖歌隊及び聖歌隊
特待生として音楽 を学んだ後、数 々の奨学金を得て、英国
王立音楽大学にて研鑽を積む。近年、バ リトンからテノール
に転向。イギリス国内はもとより、ヨーロッパ各国、カナダな
どでも活躍。1‑I来期待される若手テノール歌手である。

part I
2003年5月24日 (■)・25日 (日)静岡音楽館 AOI
第55回音楽青葉会研究発表会 卒団生による記念演奏会
part

Ⅲ
2003年9月6日 (土)静 岡音楽館 AO:
ヘ ンデル作由 「
メサイアJ公演
〜小編成のオ リジナル楽器による〜
*指 揮者 ・ングス ト ・コン サー トマス ター を
イギ グスよ グ招聘 ′′
尚、男声 パー トを全国より公募。
2003年1月より練習開始の予定。
記念事業は卒団生の中川隆さん、鈴木恒裕さん、榊原
正子さんが戸崎先生の 片腕として、力を貸して下さいます。
メサ イア 来 日波 春 摯 ご紹 介
●指揮者 :スティーヴン ジヤクソン
少年時代、ウェストミンスター寺院にて聖歌隊員を務め、音
楽の勉強を始める。ケンブリッジ大学クレア カレッジを卒業
後、バスーン奏者として演奏活動を始 めたが 、BBCシ ンガ
ーズ(BBC所 属プロ合唱団】こ8年間在籍し、パ リトン歌手と
して活躍.1989年、BBCシ ンフォニー コーラスの指揮者と
なり、以来イギリスを代表する合唱指揮者のひとりとして活
躍。現在、トリニティ音楽大学室内合唱団、チエルトナム ′ヽ
ッハ合唱団の常任指揮者も務めている。
マッキントッシュ
●コンサー トマスター :キャサリン・
弦楽器 による古 楽演奏のスペシャリストとして同世代の演
奏家の最先端を行く。ロイヤル カレッジ オヴ ミュージック
でヴァイオリンを学んだ後、ヴィオー ルとバロック ヴァイオ
リンを始める。イギリスを始め、ヨー ロンパの 主な古楽オー
一として活躍し、1984
ケストラ、アンサンブルの主要メン′｀
年「パーセル カルテット」を結成以来、ソロと室内楽を活動
の中心に置いている。2000年、ムジカ ′ヽ
シフィカJPNと 共
演し、その際、静児の演奏会を聴き、感激された。そして、
「
一緒 にメサイアを ￨」とコンサー トマスターを弓き受けて下
さった。新鮮な気持ちで演奏できるように、2003年9月まで、
メサイアは演奏しないようにする…とまで言つて下さつた。
●ソリスト:ジユリアン クラークソン(バス)
聖歌隊特待生として、ケンブリッジ大学セントジョンズ カレ
ッジで音楽を学び、その後奨学全を得て、英国 王立音楽大
学にて声楽を専攻。イギリスの主な声楽アンサンブルのメ
ンバーとして活躍し、特にガーディナー率いる ンテヴェル
バスに転向)
ディ合唱団」には長い問(カウンターテナーから'モ
の
つ
所属し、数多く 演奏会、録音を行 ている。現在、セント
ボール大聖堂の聖歌隊員としても活躍している。

夏 季合 宿 を終 え て 〜 油 山売 にて 〜
8月10日(土)11日(日)、今年も油山苑にて合宿を行 いまし
た。初 日は養成部も1日合宿で参加し、ますは油山苑の大
広間で合唱練習を行いました。班 ごとに分かれて、発声練
習での踊りを考え発表したり、一 人ず つ歌つたり…静児の
歌声が旅館いつぱしヽこ響き渡つていました。しばらく 練習
生以上の歌声 を聴 いた後、養成部の歌つた・
丘のみち・は、
とても良い声で皆びっくりしました。昼食は、養成部のリクエ
ストで「
天盛りそば」。なんと、手打ちの細い麺で、とっても
美味しかったです。皆、大喜びで、ペ ロリと平らげてしまい
ました。午後は、お待ちかねの 「
お楽しみ会」。たっくんの司
会で、とても楽しい時を過ごしました。今年の圧巻は、練習
生&新 演さんの小学生組。入場から退場までよく練習した
成果 があり、とても面白かつた。あの構成力は見事です。
卒団生の榊原お兄さんが一緒 に,自
まつてくださり、男の子
達はより楽しく過ごす事が出来ました。また、岩木さんと篠
崎さんも元気な姿を見せてくれました。
そして、中川さちさんのために皆で織った・
千羽鶴 ・
を完成
させ、皆で色紙を書きました。さっちゃんは8月9日 無事に退
院し、自宅静養をしています 。早く 元気になつて、皆と―
緒 に歌える日を楽しみに待つています。退院祝 いとなつた
千21鶴は、ちゃんとさっちゃんの手元に渡つていますよ。
養成部 と別れた後は、露天風 呂に入りました。夕食前に
入るお風 呂は気持ちいい、とのんび り温泉を堪能したよう
です。炭の石鹸は、お肌 がすべすべ になると喜んで…。翌
日も、朝風呂に入り、お散歩の後にもまた、お風 呂…と3回
楽しんだ人もいました。
2日 目には、歌 の個 人レッスンがあり、各 々成 長 が 見ら
れ、また新たにこれからの課題も見 つけることが出来、とて
も充実したレッスンを受けることが出来ました。
今回の合宿で、皆、本当に楽しく過 ごし、仲良くなることが
できました。特に、「お楽しみ会 」でも大活躍した練習生 &
新演さんの小学生は、いつも自然体でとても明るく、素敵な
姿をいつぱい見せてくれました。
それぞれ にこの 合宿を通して学んだ事を、これからの練
習の 中で生かしてほしいと思います。

善成部 ウ イズ コー 十 一
問題 :物 を入れるものなのに、ていねいに言うと、お母さん
になるものは、なあに ,

青鷲会 スペ リオル
メンバー紹介 の第 4回 目です。
0梅 原智代さん (1日
姓 :原田)
私が合唱団に入り始めた頃の先生のお宅は、落ち着いた
日本家屋 のお宅でした。打ち水がしてあつて、先生のお宅
の玄関を開けると、いつも先生と一緒 に、おばちゃん先生
が (先生のお母様です)優しい笑顔で迎えてくださつたの を
懐 かしく思い出されます。
合唱団を卒団し、17年 経ちましたが、スペリオルのメンパ
ーとなり、再び先生のお宅に通 い 、2人 の娘と共に一緒に
歌える事を嬉しく思つています。先生 に感謝です。合唱団の
中では 、沢山の経験をする事ができます。学んだ事は糧と
なり、今も私の生活に,聞いと張りを持たせてくれています。
これからも、子供達と共に色 々な体験をし、自分らしい生 き
方を見つけていけたら良いなと思 つています。
(1986年卒団)

と決意しました。この時の事は今でも鮮明に覚えています。
そして現在 、当時のお姉さんと一緒にスペリオルの一 員と
して歌わせて頂く度 に、自分の原点に帰ることができるよう
な気がします。また、伝説の先輩方と歌えることが嬉しく、
静児の卒団生であることを誇りに思います。合唱団では多
くの貴重な経験をさせて頂いたと共に、心に大きな宝をい
ただきました。これらは私の大切な財 産です。これからは合
唱団で頂いた宝を私だけのものではなく、これからの世代
を担つていく人達に分けてあげられたらいいなと思います。
(1996年卒団)
◆後藤明代さん
スペ リオルとして2年 目の 夏です。私がまだ現役だつた
頃、スペリオルとしてステージに立つことは夢であり、それ
は憧れの存在でした。そんな皆さんと一緒に歌うということ
は、とても幸せな事であると同時に、私にとって試練 の場で
もあります。第 1回ヨー ロッパ組をはじめ、2回 も3回 も演奏
旅行 へ行き、数 々の初演をこなしてきた方達ばかりです。
その経験の差は埋められませんが、私は私の経験を誇りと
して吸収できるものは吸収し、少しでも追いつこうと努力す
る毎 日です。歌だけではありません。 私もあんな大人にな
りたい"と思う気持ちは一層強くなりました。広い心を持ち、
誰にでもあたたかく接することができる。そして何よりも人と
して魅力あら、
れる素敵な大人になろうと思います。そしてい
つか 、胸をはつてスペリオルの一 員として、静児の卒団生と
して社会 に出たいと思います。そのためにも、今は見習 い
スペリオルとして精一杯努力していきます。
(2001年 卒団)

0伊 勢真記子さん
21年 前に戸崎先生に出会っていなか つたら、今の私 は
無いと思 います。人前に出るのが苦手だつた私を大きく変
えてくれたのは「ばっつぁら〜」でした。これは、間官先生 の
『はるかなあしたから』のほんの一部分ですが、このソロを
5年 生の時にやらせて頂いてから、自分は音楽 の道に進む
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文葉先生

> 3/27春 の集中講座 「
少年
少女のために〜静児58年の
あゆみ〜」講師 全 日本合唱
連盟主催 (東京 :全日本合唱
センター )
> テレビ静岡番組審議委員会
出席
> AOI主 催 「
こどものための音
楽ひろばJ合唱指導
> ニューわかふじ国体委員会
> NHK合 唱コンクー ル審査
> 8/26静 岡市私 立幼稚 園協
会 研修会

> 4 / 2 1 、 2 3 1 1 1 P J 第6 回 定演
( 東京 静 岡 )

> AOI市 民会議 委 員会 出席
> 4/21,23 MPJ第 6回定演
(東京 静 岡)
> 8/21‑25オ
スカー ・
ギリア
ー
ーin静
セミ
国際ギタ
ナ
岡
通訳 静 岡音 楽館 AOl主 催
> 8/27‑9/2ロ
ンドン研修

> 5/23新
緑コンサート 武蔵
野子供劇場 主催 (吉祥寺 i
東京女子大)
> 6/27石
川あずさチエンパロ
お披露 ロコンサート(名古屋)
> 8/16‑20第
17回都留音楽
祭アシスタント
> 8/25石
川あずさチェンバロ
お披露 ロコンサー ト(半田市)

答 え : おふ くろ

