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ご あ い さ つ

東松山地区合唱連盟理事長 廣重雅己

本 日は第 5回東松山地区合唱祭にご来場いただきまして誠にありがとうございます。

今年は早くも5年 目の節目を迎えることになり、記念曲として官林副理事長に「故郷」を編曲して

いただきました。最初と最後に、出演者 。ご来場の皆様方と一緒に大合唱したいと思います。

今年も昨年と同じく30団体の出場です。それぞれの団体が、昨年とは更に一味違った演奏がで

き、今年の合唱祭が皆様方にとつて心に残る素晴らしい演奏会になることと期待しています。

本 日は最後までごゆっくりお楽しみ下さい。

2.

全員合唱

東松山地区合唱祭 5周年記念曲

故郷

1.坂戸少年少女合唱団

にじ

絆

東松山市民コーラス

Deep rlver

When the saints go lnarching in

Clubフ ェアレマータ

Serve the Lord with Gladness

OH,HAPPY DAY

新婦人 コーラス イエローローズ

愛は花 君はその種子

Amanda McBroom作 詞・作曲

想像力

あすなろの会

花のまわりで

雁がわたる

さびしいカシの本

やまぶきコーラス

ー日に何ども

ポーリュシカ・ポーレ

指揮 :廣重雅己  伴奏 :宮林亮至

高野辰之作詞  岡野貞一作曲

伴奏 :園 田圭一

新沢 としひこ作詞  中川ひろたか作曲

山崎朋子作詞・作曲

指揮 :野澤達也  伴奏 :宮林 薫

黒人霊歌  諸井昭二編曲

黒人霊歌  ジョン・ ラター編曲

指揮 :村田弘子  伴奏 :玉川早苗

ヘンデル作曲  Jerry WHarris編 曲

Edwin R.Hawkins作詞・作曲

指揮 :鈴木静子  伴奏 :藤井章子

高畑 勲日本語詞  倉知竜也編曲

中桐雅夫作詞  外山雄三作曲

4.

5. 指揮 :岩田和子  伴奏 :木下真衣子

江間章子作詞  大津二郎作曲 佐藤 愛編曲

文部省唱歌  原 賢一編曲

やなせたかし作詞  木下牧子作曲

指揮 :松本和良  伴奏 :中根てるみ

高田敏子作詞  岩河二郎作曲

橋本 淳作詞  レフ・ クニッペル作曲

6.



9。 東松山フラウエンコール

アメージング・グレイス

白ばらのにお うタベは

歌劇 「イーゴリ公」より

撻軽人の踊り

7.

8.

11.

12.

マム・ アダージ ョ

オリビアを聴きながら

「邊かな歩み」より 機織る星

コーロ比企      指揮 :高橋節子

ヨハネ受難曲より

安らかにお眠りください、聖なる骸よ

指揮 :園 田圭一  伴奏 :山 田美登里

尾崎亜美作詞・作曲  高田 弘編曲

村上博子作詞  高田二郎作曲

伴奏 :境 恵利奈 バイオ リン :小鮒靖子

JoS.バ ッハ作曲

指揮 :岩田和子  伴奏 :豊嶋由起子

ジョン・ニュー トン作詞  讃美歌  大石由紀子編曲

高橋信夫作詞  ネーゲ リ作曲

河野正幸訳詩  A.ボ ロディン作曲  河野正幸編曲

指揮 :岩田和子  伴奏 :木下真衣子

加藤義清作詞  フォスター作曲 中野正以編曲

藪田義雄作詞  ブラームス作曲 信時 潔編曲

保富康午訳詞  Hel■ry Clay Work作 曲 大石由紀子編曲

指揮 :岩田和子  伴奏 :木下真衣子

堀内敬三訳詞 アメリカ民謡  大石由紀子編曲

北原 白秋作詞  磯部 椒作曲

杉 紀彦作詞  磯部 椒作曲

指揮 :園 田圭一  伴奏 :藤井章子

北山 修作詞  加藤和彦作曲 橋本祥路編曲

愛の 日に      高田敏子作詞  鈴木行一作曲

指揮 :廣重雅己  伴奏 :利根川澄子

香川県地方民謡  小橋 稔編曲

高森義文作曲

10.鳩山コーラス「コスモス」 指揮 :松本紀夫  伴奏 :塩見宣子

女声合唱のためのクラシカル・リリックス「きまぐれなエ ッセイ I」 より 海野洋司作詩

「交響曲 第 3番 第 3楽章」より 時雨 ブラームス作曲  南 安雄編曲
れ くい え む

「アルルの女 第 2組曲の間奏曲」より 麗悔絵夢   ビゼー作曲 南 安雄編曲

憩休

13.

滑り||カ ナ リヤ コこ ラス

春風

円舞曲

大きな古時計

ミモザの会

マギー若き日の歌を

木せい

武蔵野を歩 く歌

小り|1混声合唱団

あの素晴らしい愛をもう一度

組曲「美しいものについて」より

高坂混声合唱団

金比羅舟ふね

「ミサ曲 卜長調」よりGlo五a

14.

15.グ リーンハーモニーかわ じま        指揮 :天羽明恵  伴奏 :岡安南海子

いのちはすごい   天草学園のこどもたち作詞  村上信夫補作詞  中村暢之作曲

さくらももこの詩による女声合唱曲集 ぜんぶここにより

ぜんぶ さくらももこ作詩  相澤直人作曲



16.松山男声合唱団

黒田節

コキリコ

17.コ リーネ・ コーラス

さびしいカシの本

女声(児童)の ための合唱組曲「キュイジーヌ」より

パエリア

らんざん混声合唱団

「みどりの風に」より

みどりの風に ～平和・夢・未来～

指揮 :宮林亮至

福岡県民謡  官林亮至編曲

富山県民謡  宮林亮至編曲

指揮 :廣重雅己  伴奏 :利根川澄子

やなせたかし作詞  木下牧子作曲

伊藤千鶴作詞  吉岡弘行作曲

指揮 :村田弘子  伴奏 :滝沢栄子

岡田重信作詞  源田俊―郎作曲

18.

19.コ ール・パーチェム

BELIEVE

20. 混声合唱団「紀の會」

アンニーローリー

希望のささやき

一人の手

21。 東中・学校応援団「コーラスしらさぎ」

若者たち

コンドルは飛んで行く

22.コール ピース

フィンランディア

23.コーラス・ ゆか りの

恋のメドレー

真つ赤な太陽

恋のバカンス

恋のフーガ

恋のバカンス+恋のフーガ

指揮 :廣重雅己  伴奏 :利根川澄子

杉本竜一作詞・作曲 太田桜子編曲

指揮 :松本紀夫  伴奏 :塩見宣子

堀内敬三作詞  スコットランド民謡

津川主一作詞 ホーソン作曲 平井康二郎編曲

A.コ ムフォー ド作詞  ピー トシーガー作曲

休    憩

合唱組曲「落葉松」より あなたとわたしと花たちと   峯 陽作詞  小林秀雄作曲

指揮 :小山石 翠  伴奏 :桜井智子

藤田敏雄作詞  佐藤 勝作曲

人木倫明作詞  D.Aロブレス作曲 吉田桂子編曲

指揮 :佐藤悠司  伴奏 :横瀬まりの

Lloyd Stone作詞  関 忠亮訳詞

シベリウス作曲 唐沢史比古編曲

指揮 :松本紀夫  伴奏 :塩見宣子

吉岡 治作詞  原 信夫作曲 岩河智子編曲

岩谷時子作詞  宮川 泰作曲

なかにし礼作詞  すぎやまこういち作曲

岩谷時子・なかにし礼作詞 宮川泰・すぎやまこういち作曲

なかにし礼作詞 川口 真作曲



24. 東松 山メンネル コール

フランスの詩による男声合唱曲「月下の一群」

I.イ 曲ヽ

Ⅱ.輪踊 り

Prlma Do。

うぐいす

夕顔

にじ色の魚

26。 東松 山ユ ンゲル コール

気球に乗つてどこまでも

旅立ちの日に  小嶋 登作詞 坂本浩美作曲

指揮 :福島 順  伴奏 :浅見吉香

(1)よ り

堀口大学訳詩  南 弘明作曲

堀口大学訳詩  南 弘明作曲

指揮 :高田一恵  伴奏 :倉林類子

武鹿悦子作詞  木下牧子作曲

金子みす 作ゞ詞  木下牧子作曲

村野四郎作詞  木下牧子作曲

指揮 :金子一美  伴奏 :小島慶子

東 龍男作詞  平吉毅州作曲・編曲

松井孝夫編曲 榎本 潤合唱・伴奏編由

25。

27.

28.

29.

滑り||グ リーンコーラス

さよなら人類

コーロ・MAI
女声合唱曲集 光と風をつれてより

あいたくて

‐女声合唱のための 本下牧子アカペラ・

ほたるたんじょう

こ～る・ あんだんて

地球の子守歌

ひとつの歌にも

コーラスさくら

祈り

真赤な太陽

伴奏 :宮林亮至

柳原幼一郎作詞  たま作曲 宮林亮至編曲

指揮 :古澤 泉  伴奏 :塩見宣子

工藤直子作詞  木下牧子作曲

コーラス・セ レクションより

くどうなおこ作詞  木下牧子作曲

指揮 :村田弘子  伴奏 :平野百合子

秋葉てる代作詞  湯山 昭作曲

谷川俊太郎作詞  石若雅弥作曲

指揮 :鈴木静子  伴奏 :平 ふみ子

宮沢賢治作詞  林 光作曲

吉岡 治作詞  原 信夫作曲  信長貴富編曲

指揮 :松本紀夫  伴奏 :小山久子

高野辰之作詞  岡野貞一作曲

30。

全員合唱

東松山地区合唱祭 5周年記念曲

故郷



参加合唱団の活動 日・活動場所

上記合唱団の代表者連絡用電話番号は事務局で管理しております。

入団希望等の理由で合唱団代表者と連絡を取りたい方は、下記ア ドレス宛にメールでご連絡ください。

* 連絡用ア ドレス  y.yahagi@jcom.zaq.ne.jp(東松山地区合唱連盟事務局/矢作)

～2020年度の東松山地区合唱祭について～

6月 28日 (日 )東松山市民文化センターにて開催予定

No 団体名 活動 日錫韻1) 時間 活動場所

1 坂戸少年少女合唱団 第 1・ 3日 曜 9:45-11:45 坂戸市立千代田公民館

2 コール・パーチェム 第 1・ 3・ 5水曜 10:00´ψ12:00 高坂市民活動センター

3 滑り||グ リーンコニラス 毎週火曜 10:00-12:00 滑り|1町 コミュニテ ィセンター

4 こ～る 。あんだんて 毎週木曜 9:30-12:00 小川町立中央公民館

5 鳩山コーラス「コスモス」 毎週金曜 10:00-12:00 鳩山町公民館石坂分館

6 高坂混声合唱団 月 3回 日曜 15:00-17:00 高坂丘陵市民活動センター

7 小り|1混声合唱団 第 2・ 4土曜 13:30-15:30 小川町立中央公民館

8 コー ロ・ MAI 毎週水曜 10:00-12:00 松山市民活動センター

9 松山男声合唱団 月・祝 日不定期 18:30/祝 13:30 松山市民活動センター

10 Clubフ ェルマータ 不定期 坂戸市文化施設オルモ

Prlma Do. 第 2・ 4土又は日曜 午前または午後 松山市民活動センター他

12 コーラスさくら 第 1・ 3土曜 13:30-15:30 吉見町農村センター 0南公民館

13 新婦人コーラス イエローローズ 毎週月曜 13:30-16:00 平野市民活動センター他

14 混声合唱団「紀の會」 第 1土曜、第 3日 曜 14:00-16:00 鳩山町公民館石坂分館

15 グリーンハーモニーかわじま 毎週木曜 19:00-21:00 川島町民会館

16 コーラス・ゆかりの 第 2・ 4土曜 13:30-17:00 平野市民活動センター他

17 マム・アダージョ 第 204金曜 19:30-21:00 小川町立人和田公民館

18 東中。学校応援団「コーラスしらさぎ」 月 3回 (月・水曜 ) 19:00-21:00 松山市民活動センター他

19 東松山市民コーラス 毎週水曜 19:00-21:00 松山市民活動センター

20 コリーネ・コーラス 第 2・ 4金曜 10:00-12:00 高坂丘陵市民活動センター

つ
ん らんざん混声合唱団 第 1・ 3木曜 10:00-12:00 嵐山町ふれあい交流センター

，

“

０
４ あすなろの会 毎月第 2月 曜 10:00-11:30 松山市民活動センター

23 東松山ユンゲルコール 毎週 日曜 17:00-19:00 小山ホール

24 東松山メンネルコール 毎週 日曜 19:00-19:30 小山ホール

25 東松山フラウエンコール 毎週金曜 10:00-12:00 小山ホール

26 滑り||カ ナ リヤ コーラス 毎月第 4木曜 13:30´や15:00 滑り|1町 コミュニティセ ンター

０
ろ コー ロ比企 月 2回 日曜 17:30-21:00 松山市民活動センター他

28 混声合唱団 夢 木曜 19:30- 坂戸市立中央公民館

29 ミモザの会 第 1・ 3火曜 10:00-11:30 松山市民活動センター

30 やまぶきコーラス 第 1・ 2・ 4火曜 13:30´V15:30 越生町やまぶき公民館

31 コール ピー ス 月 3回木曜 14:00-16:00 鳩山のぞみ教会



参加合唱団の活動 日・活動場所

上記合唱団の代表者連絡用電話番号は事務局で管理しております。

入団希望等の理由で合唱団代表者と連絡を取 りたい方は、下記ア ドレス宛にメールでご連絡ください。

* 連絡用ア ドレス  y.yahagi@jcom.zaq.ne.jp(東松山地区合唱連盟事務局/矢作)

～2020年度の東松山地区合唱祭について～

6月 28日 (日 )東松山市民文化センターにて開催予定

詭 団体名 活動 日鯨 員1) 時間 活動場所

1 坂戸少年少女合唱団 第 103日 曜 9:45-11:45 坂戸市立千代田公民館

９

“
コール・パーチェム 第 1・ 3・ 5水曜 10:00-12:00 高坂市民活動センター

3 滑り||グ リーンコニラス 毎週火曜 10:00-12:00 滑り|1町 コミュニティセ ンター

こ～る 。あんだんて 毎週木曜 9:30-12:00 小川町立中央公民館

5 鳩山コーフス 「コスモス」 毎週金曜 10:00-12:00 鳩山町公民館石坂分館

6 高坂混声合唱団 月 3回 日曜 15:00-17:00 高坂丘陵市民活動センター

7 小川混声合唱団 第 2・ 4土曜 13:30-15:30 小川町立中央公民館

8 コー ロ 。NIIA I 毎週水曜 10:00-12:00 松山市民活動センター

9 松山男声合唱団 月・祝 日不定期 18:30/考電13:30 松山市民活動センター

10 Clubフ ェルマータ 不定期 坂戸市文化施設オルモ

Prlma Do. 第 2・ 4土又は日曜 午前または午後 松山市民活動センター他

12 コーラスさくら 第 1・ 3土曜 13:30-15:30 吉見町農村センター・南公民館

13 新婦人コーラス イエローローズ 毎週月曜 13:30-16:00 平野市民活動センター他

14 混声合唱団 「紀の會」 第 1土曜、第 3日 曜 14:00-16:00 鳩山町公民館石坂分館

15 グリーンハーモニーかわじま 毎週木曜 19:00´‐21:00 川島町民会館

16 コーラス・ゆかりの 第 2・ 4土曜 13:30-17:00 平野市民活動センター他

17 マム・アダージョ 第 2・ 4金曜 19:30-21:00 小川町立人和田公民館

18 東中。学校応援団「コーラスしらさぎ」 月 3回 (月・水曜) 19:00-21:00 松山市民活動センター他

19 東松山市民コーラス 毎週水曜 19:00-21:00 松山市民活動センター

20 コリーネ 。コーラス 第 2・ 4金曜 10:00-12:00 高坂丘陵市民活動センター

０
４ らんざん混声合唱団 第 1・ 3木曜 10:00-12:00 嵐山町ふれあい交流センター

９

“

０
４ あすなろの会 毎月第 2月 曜 10:00-11:30 松山市民活動センター

23 東松山ユンゲルコール 毎週 日曜 17:00-19:00 小山ホール

24 東松山メンネルコール 毎週 日曜 19:00-19:30 小山ホール

25 東松山フラウエンコール 毎週金曜 10:00-12:00 小山ホール

26 滑りllカ ナ リヤコーラス 毎月第 4木曜 13:30～ 15:00 滑り|1町 コミュニティセ ンター

27 コーロルヒ企 月 2回 日曜 17:30～21:00 松山市民活動センター他

28 混声合唱団 夢 木曜 19:30- 坂戸市立中央公民館

29 ミモザの会 第 1・ 3火曜 10:00-11:30 松山市民活動センター

30 やまぶきコーラス 第 1・ 2・ 4火曜 13:30-15:30 越生町やまぶき公民館

31 コール ピー ス 月 3回木曜 14:00-16:00 鳩山のぞみ教会


