
金
沢
駅

金沢市民芸術村

パ フ ォ ー ミ ン グ

ス ク エ ア

ホ
テ
ル
ル
ー
ト
イ
ン

金

沢

駅

前

犀 川

金沢中央〒

三社大
豆
田
橋

元菊東

～つなごう いのち つくろう平和世(ゆ)～
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

日本のうたごえ祭典inいしかわ・北陸の成功をめざし学び合おう

◆日時◆ ５月４日(祝･木)～５日(祝･金)
4日 13時45分～21時／5日 9時～16時（いずれも予定）

◆会場◆ 金沢市民芸術村 パフォーミングスクエア 他
アクセス等は裏面

◆講師◆
山本忠生さん（京都ひまわり合唱団指揮者）
安藤常光さん（声楽家／金沢大学教授）
表まり子さん（金沢市中央公民館合唱団常任指揮者／金城大学短期大学部

・県立保育専門学校非常勤講師／声楽家）

渡辺享則さん（日本のうたごえ全国協議会副会長／同教育部会責任者／長野合唱団指揮者）
山本恵造さん（関西合唱団指揮者／レガーテ指揮者）
高田龍治さん（広島合唱団指揮者）
西村礼子さん（ピアニスト）、広田智美さん（ピアニスト）

◆教材曲◆ 日本のうたごえ祭典inいしかわ・北陸 合同演奏曲を中心に 一部変更しました
＜全国合同曲＞①「共に生きる町」（交響曲｢五月の歌｣より 金明植 詩／林 光 作曲）

②「あかつきの空に」（うたごえ愛唱歌ニューアレンジ 源田俊一郎 編曲／大西 進 作詞作曲）
③「町」（うたごえ愛唱歌ニューアレンジ 信長貴富 編曲／山ノ木竹志 作詞／たかだりゅうじ 作曲)
④「アメイジング・グレイス」（山ノ木竹志 日本語詞／池辺晋一郎 編曲）

＜女性合同曲＞⑤「私たちが進みつづける理由」（キム・ロザリオ 作詞／堤 未果 訳詞／池辺晋一郎 作曲）
＜男声曲＞ ⑥「機関車のうた」（うたごえ愛唱歌ニューアレンジ 寺嶋陸也 編曲／渡辺一利 作詞／松永勇次 作曲）
＜紹介曲＞ ⑦70周年記念公募曲より「約束のうた」「原発に頼るまい」

◆講習日程◆ ◆宿泊・弁当のご案内◆ →ウラをご覧ください

◆受講料◆
協議会会員＝\11,000（１日のみ\7,000）※会員外＝\13,000（1 日\9,000）
北陸の会員＝ \8,000（１日のみ\5,000）※会員外＝\11,000（1 日\6,000）

◆参加申し込み方法◆
①申込用紙に必要事項を記入して、下記、講習会事務局までお申し込み下さい。
②受講料と、宿泊・弁当希望の場合は宿泊・弁当代を、別途、ご送金下さい。
※必要事項がわかれば、所定の申込用紙以外、メールなどでもＯＫ！
※必ず、お手元に控えを残してください

★申し込み〆切り＝第二次4/17、最終4/28(金)事務局到着分まで
※宿泊の受付→シングルは満室になりました。ツインあとわずか。

不明な点は講習会事務局↓までお気軽にお問い合わせください。
**********************************************************************************************************************

【主催】日本のうたごえ全国協議会
【講習会事務局】 全国事務局 〒631-0041 奈良市学園大和町3-218掛川方 奈良のうたごえ協議会事務局

Tel.090-6963-5804（掛川）／Fax.0742-47-6113／e-mail utagaki@sings.jp
現地事務局 石川のうたごえ協議会（小林 勉）

Tel.090-4323-8987／Fax.076-272-0912／e-mail kobarin7@xa3.so-net.ne.jp
◆受講料・宿泊代等振込先◆
【郵便振替口座】ゆうちょ銀行から→→→ 01010-0-43593 京都うたごえ協議会

ゆうちょ銀行以外から→ ゆうちょ銀行 一〇九(イチゼロキュウ)店 当座預金0043593 京都うたごえ協議会
**********************************************************************************************************************

2017年西日本合唱講習会参加申込書

受講料 円、宿泊代 円、弁当代 円、合計 円を添えて申し込みます。 2017年 月 日

※参加日、宿泊、弁当など、選択肢のあるものは、該当するものに○をつけてください。
府県 サークル・合唱団 うたごえ協議会

会員 ・ 会員外

氏名 男 住所 〒
・

パート ソプラノ ・ アルト ・ テナー ・ バス 女

自宅電話 ＦＡＸ 携帯電話

E-mail 宿泊希望 シングル ・ ツイン ・ 不要 宿泊代 円

参加日 両日 ・ 4日のみ ・ 5日のみ 受講料 円 →ツインの場合 同泊者名 （ ）

弁当
5/4昼 ・ 5/4夕 ・ 5/5昼 弁当代 円

受講料・宿泊代
振込 ・ 現金書留 ・ 持参 ・ その他 入金日 月 日

申込 入金方法

＜教材曲と使用楽譜について＞

⑤…池辺晋一郎合唱曲集Ⅴ(音楽センター/1800円)
を各自ご購入いただくか、講習会事務局までお問い
合わせください。講習会当日も販売します。

②③⑥…出版予定のニューアレンジ曲集（音楽セン
ター）を事後にご購入いただくことを前提に、講習会
楽譜集に掲載します。

①④…いしかわ祭典曲集所収予定。同曲集を事後
にご購入いただくことを前提に、講習会楽譜集掲載

⑦…講習会楽譜集に掲載

講習会用楽譜集は４月中旬～下旬に講習会参加者
にお届けします。

石川以外の方
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◆タイムテーブル◆ …変更しました（4／5現在）

【４日】
時刻 内容・教材曲 講師
1000 事務局集合・搬入・準備
1030 音とり練習 （90）
1200 昼休憩 （1230講師集合・打合わせ）
1245 受付 (45)
1330 開講式 (15)
1345 声楽講座 （90） 安藤常光さん

「アメイジンググレイス」
1515 休憩(10)
1525 合唱講座①-1 (95)→休憩含む

「共に生きる町」 山本恵造さん
「町」 渡辺享則さん

1700 事務連絡・夕食休憩 (60)
1800 合唱講座①-2 (30)

「共に生きる町」 山本恵造さん
「町」 渡辺享則さん

1830 合唱とお話 (110) 山本忠生さん
「あかつきの空に」ほか

2020 合唱講座② (30)
70周年記念入選曲より紹介 高田龍治さん
「約束のうた｣｢原発に頼るまい｣ 渡辺享則さん

2050 事務連絡・１日目終了

【５日】
時刻 内容・教材曲 講師
900 開場・受付 (30)
930 発声講座 (60) 表まり子さん
1030 男性移動／休憩
1040 合唱講座③ (90)→男女分かれて

女声 「私たちが進み続ける理由」 表まり子さん
男声 「機関車のうた」ほか 高田龍治さん

1210 事務連絡・昼休憩 (50)
1300 合唱講座④ (60) 山本忠生さん

「あかつきの空に」
1400 休憩（10）
1410 まとめ（講習曲をもう一度） （90）

「共に生きる町」｢町｣
「あかつきの空に」ほか

1540 閉講式
1600 終了

◆会場◆ 金沢市民芸術村
〒920-0046 石川県金沢市大和町1-1

●ＪＲ金沢駅より徒歩約15分・1100m

●北鉄バス「西金沢4丁目」行き 大豆田バス停下車

（金沢駅からは乗れません）

●空港から

小松空港→リムジンバス→金沢駅西口 約40分

●メイン会場はパフォーミングスクエア

●会館サイト http://www.artvillage.gr.jp/

◆全国から金沢へ◆
●ＪＲ

・京都→サンダーバード→金沢 2時間15分

・名古屋→新幹線→米原→しらさぎ→金沢 2.5時間

・広島→新幹線→京都→サンダーバード→金沢 4～4.5時間

・東京→北陸新幹線→金沢 2.5～3時間

●飛行機（小松空港まで直行便）

・羽田→1時間5分 ・成田→1時間20分 ・福岡→1時間15分

・那覇→2時間20分 ・仙台→1時間10分 ・札幌→1時間15分

●高速バス（金沢駅まで／昼行便のみ記載）

・大阪(阪急三番街)→4時間35分 ・名古屋駅→2時間53分

＜宿泊・弁当のご案内＞

◆宿泊◆（残室わずか！）

5月4日の宿泊についてお部屋を確保しています。シングルは満室にな

りました。ツインもあと４室です(4／9時点)。満室になり次第〆切。

【ご利用ホテル】 「ホテルルートイン金沢駅前」

・〒920-0856 金沢市昭和町22番5号

・金沢駅より徒歩約5分・400m

・市民芸術村より徒歩約10分・700m

・シングル利用…8800円（1人・1泊朝食付・税サ込）

・ツイン利用＝２名で１組…1人あたり8500円（1泊朝食付・税サ込）

◆弁当◆…申込〆切 4／28(土)

5/4 の昼・夕、5/5 の昼の弁当を用意します。お茶付850円。

ご希望の方は、代金を添えて、講習会申し込みとご一緒にどうぞ。

※食事休憩の時間も短いので、弁当をお勧めします。


