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北海道少年少女合唱連盟

紛糾
～合わせる心広がる八－モニー！～

2011年　月

…一一13時30分開演

日　SATURDAY

札幌市民ホール　大ホール

ＳＳＣ苫小牧少年少女合唱団

桂岡少年少女合唱団

NHK文化センター
帯広アドニス少年少女合唱団

釧路少年少女合唱団

恵庭少年少女合唱団

函館少年少女合唱団

石狩エンジェル･クレア少年少女合唱団

Bella RosaCOro

小樽少年少女合唱団

札幌北野少年少女合唱団

北海道少年少女合唱連盟

北海道･北海道教育委員会･札幌市

札幌市教育委員会･北海道新聞社
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心 あいさつ

北海道少年少女合唱連盟

理事長岩井　照清

今年も新年早々に北海道各地から少年少女

合唱団が札幌に集合します。

日本の未来を象徴する､少年少女合唱団の

明るい歌声をお聴きください。

昨年1月9日の合同演奏会は北海道少年少

女合唱連盟25周年の記念コンサートでした。

男声合唱団ススキーノの皆さんの賛助出演

をいただき､少年少女合唱と男声合唱の力強

いハーモニーは北海道の合唱活動の歴史に

誇らしい1ページを飾ることとなりました。

私たちは今までの四半世紀の歴史を財産

に､今年から､また新しい一歩を記すことにな

ります。

その一歩の歩みは小さいかもしれません。

しかし､日本の未来への大きな一歩につなが

ることを信じております。

北海道少年少女合唱団の個性あふれるコー

ラスをお楽しみください。
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中高生になると部活動等で忙しくなるため､出席率の低下が

悩みです｡時には一桁でステージに立つ事もあ○ました｡入

団資格を小3から小1まで下げ､団員確保に努力しつつ､来年

の創立10周年記念演奏会めざしてがんば0まず

みなさん今日は｡丘の町柿岡に団員8名で誕生してから32

年｡昨年の発表会では､小樽文化奨励賞受賞に感謝の気持ち

を込めて地元で開催することができました｡小樽市姉妹都市

使節団としてロシア･ナホトカ市訪問(2009年)をきっかけ

に､姉妹都市ダニーデン市／ニュージーランド､ソウJし特別市

江西区／韓国をめぐる歌を発表しました｡とても皆様に喜ん

でいただくことができ､うれしかったです｡今回は八ンガリー

やスウェーデンの民謡などを明るく元気に演奏しますのでど

うぞよろしくお願いいたしま酋。

昭和36年発足の北海道では老舗の合一団です｡授い歴史の

中で､合一団の消長はくり返されましたが､今回は合唱団始

まって以来の小編成で首｡2部会－で曲をそろえました。

ラフマニノフの曲がちょっとめすらしい……。

みなさんこんにちは､釧路少年少女合唱団です｡当団は平成

9年に結成され､今年で13年目を迎えます｡団員は釧路管内

の小学3年生～高校3年生で構成され､毎月第2･4土曜日に練

習をしています｡今年は小学3年生のお姉ちゃんと一緒に､幼

稚園の年長さんのお友達も歌っています。

主な活動は､釧路市の合唱祭出演や､FM＜しろさん主催の駅

コンサート､特別養護老人施設への慰問演奏会など､地域に

密着した活動をしています｡昨年12月には､地域の小学校2

校･中学校2校とジョイントコンサートを開催し､合唱を通して

の交流ができました｡団員の減少によ０思ったような演奏を

出来すにお０ますが､本日は心を込めて歌います｡どうぞお

聴きください。

諏さん､こんにちは!恵庭少年少女合唱団で酋｡創立30居

年で初の英語の歌に挑戦します｡英語っぽい発価に聞こえた

ら､うれしいで酋。

もう一曲は長野バラリンピックのデーマソングです｡久石誼

さんの作曲なので耳に残るいい曲です｡ホールいっぱいに署

くように心を込めて歌いますので､聞いて下さい。

指揮

ピアノ

火道

火松

恒雄

美貴

作詞根本厨夫作曲:根本昌夫
編曲I森本えみ子／大松美貴

作詞:峯

編曲:矢代

作詞:小林

編曲:荒谷

作詞!柴田洋太郎

作曲i平岩礁針|

作詞:石原一一

作曲沃田桜子

指揮：中島

ピアノ：細越

　隔作曲:ﾊﾝｶﾞﾘ･
a雄

棋枝

彩子

民謡

韓泊作曲スウェーデン民謡

俊治

作曲!トラディショナル

指揮

ピアノ

岩井

寺川

照清

博美

作詞:モドーニョ

作曲:モドーニョ

作詠岩井照潰

作曲iラフマニノフ

作詞:カルチェフ訳詞!岩井照潰

作曲!ビプコフ

指揮：佐久間雅子

ピアノ：三浦千枝

作詞､伊藤

作曲;吉岡

指揮：柴山

ピアノ：向井

作詞:ジョン･デンバー

作曲:リョン･？ンバー一曲:今村

作詞:ドリアン勤川作曲i久石

鎚曲:畠瀋　裕

指揮

ピアノ

作詞:ミマス

編曲:高潔

千鶴

弘行

季冶

朋子

　辰

　謡

佐々木徴

山本由美子

作曲:ミマス
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合同合唱(シュニア)

だからSing!

ssc苫小牧少年少女合唱団匹?悶悶?

歌がいっぱい

地球の家族

柱岡少年少女合唱団

ふるさとの空は

たのしいショティッシュ

映画｢天使にﾗﾌﾞ･ｿﾝｸﾞを…｣より

Hail Holy Queen

ＮＨＫ文化センター

帯広アドニス少年少女合唱団

雨ふ○(ﾁｬｵ･ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾅ)

イタリアン･ポルカ

かわいいおしゃべ0ひば0

釧路少年少女合唱団

女声合唱組曲｢ｷｭｲｼﾞｰﾇ｣より

スパゲティーペスカトーレ

オムレツ　　大阪風お好み焼き

恵庭少年少女合唱団

カントリー･ロード

旅立ちの時

合同合唱(ｼﾆｱ)
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函館少年少女合唱団
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指揮：信田

ピアノ：岡田

ミュージカJし｢サウンド･オブ･ミュージック｣より作詞 保冨

　誠

幸子

康午

サウンド･オブ･ミュージック　　;昌昌;ｊ

朝の讃美歌　アレルヤ

ドレミの歌　すべての山に登れ

石狩エンジェル･クレア

少年少女合唱団

ハロー･ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾌﾞﾙｰ

ねえ　歌おう

たからもの

Bolla Rosa Coro

チム･チム･チェリー

右から2番目の星

ｽｰﾊﾞｰｶ1ﾘﾌﾗｼﾞ|ﾘｽﾃﾞｨｯｸ

ｪｸｽﾋﾟｱﾘﾄﾞｰｼｬｽ

小樽少年少女合唱団

月夜のけやきの木

若葉よ来年は海に行こう

指揮：斎藤みゆき

ピアノ：岡田友紀

　　　　作詞:銘木端循子

　　　　作曲:西潭－治

　　　　　　　作詞:中山

　　　　　　　作曲:中山

作詞湧ヽらすえいそう／工藤

作曲氏家晋也

真理

真理

直子

指揮：岡本員理子

ピアノ：米山i口子

作詞:R.Mノシャーマン

作曲:R.Bノシャーマン

作詞:サミー･カーン

作曲:サミー･フフイン

作詞：Ｒ,Ｍ／シャーマン

作曲：Ｒ．Ｂ／シャーマン

指揮：大道恒雄

ピアノ：村上由希子

札幌北野少年少女合唱団
指揮：案内

ピアノ：大松

虹

作詞大木

作曲吉岡

作詞,金子

作曲I飯沼

　実

三郎

光晴

信義

　文／三浦　拓朗

翁貴（pF・FL）/三浦拓朗CPF）/山田実波（pF）

作詞,森山腹火朗／御徒町凧
作曲I森山直火朗／御徒町凧編曲:信喪具冨

How wonderfu目iving together

(生きてるってすばらしい)

地球星歌~笑顔のために～

全体合唱

｢グローリア｣

｢さようならみなさま｣

作詞:山村

作曲:大田

作詞Iミマス

編曲I富源

もも

桜子

作曲:ミマス

梱

指揮：信田

ピアノ：岡田

　誠

幸子

訳詞:津川圭一

作曲:モーツアルト

作詞:岡田　嗣

作曲柳沢　昭
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ご館少年11｡女合唱団

皆さん今日は､私たちはこの合同演契合を毎年楽しみにして

お０ます｡2泊3日の演奏旅行という感じで､バスの中は歌っ

た○､喋った０の大賑い｡さらに夕食後は､リーダーたちが頑

張って調整｡当日は､私たち自身が如何に充実感ある演奏が

できるか､ワクワクしてお０ます｡今年は35周年ということ

で､当団OB､育成合OB等男声との混声八部合唱、「古典名曲

集」（マドＵが一レ＆モテトゥス）を､当団員とＯＧによる「ポピ

ュラー名曲集」を企画してお０ます。

昨年3月末に5名が卒回し､高校生･中学生が各1名､小学生7

名となってしまいましたが､元気にｌい続けていま首｡現在は

来週16日のオペラ公演に向けて､ラデン語の歌と演技の練習

をしています。

消日は是非､札幌市教育文化会館大ホーJしにお越しいただ

き､応援して下さいますようお願いいたします。

今年28年になる合唱団です｡団員が少なく年長さんから､大

１、中核小10と編成されています｡美しい声､響く声を探し

て､楽しく厳しく練習しています｡みんなでメロディーを考え

力を合わせて歌っています｡きょうはディズニーランドに行っ

た気分で歌います｡どうぞ宜しくおねがい致します。

1978年、（昭和53年）市内小学校から歌う事が大好きな児童

47名で結成｡今年度で結成33年を迎えます｡現在の団員構

成は､小学生9名､中学生9名､高校生5名総勢23名となって

いますが､中3団員1名､高3団員2名が受験のため休団Ｌて

いま酋ので､演奏会当日は20名で参加の予定です｡今日は少

ない人数の参加ですが､その分一人一人が頑張って声を出し

ま酋。
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こんにちは!北野は今年20才にな０ました｡秋には記念のミ

ュージカル｢アニー｣に挑戦し､仲間と私たちを応援して下さ

る方々と大きな感動を分かち合うことができました。

いつもは元気いっぱいの私たちですが､今日は思いをこめて

メッセージをお伝えします。

地球､私たちの霜。

この菜のどこかにいて⊃か出会価友達がいる。

肌も髪の色も霜葉も考え方もちがろ。

でも､大切な人を思う気持ちや、

美しい地球を守りたいと願う心はき7]と同じはず。

みんなで歌い､笑顔で語り合い、

世界中の人たちがも7⊃ともっと仲良くなれますように。

世界が平和にな○ま酋よろに。
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