～被爆75年、ひかりにむかって～
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西日本合唱講習会in広島
◆日時◆

→ 原水禁世界大会広島大会／長崎大会 → 日本のうたごえ祭典inひろしま

５月４日(祝･月)～５日(祝･火)

◆会場◆ 広島市南区民文化センター

4日 13時～21時／5日 9時～16時（予定）

→アクセス等詳細は裏面

事前譜読み練習（5／4午前）
♪青山邦恵さんの声楽講座（5／4 午後・5／5 午前）
♪合唱講座（5／4 午後・夜、5／5午前・午後）
♪被爆体験を聴く（5／4 午後）

至 広 島駅

◆講習内容より◆（2/19現在予定）…講習スケジュール案裏面
比治山橋

南区民文化センター
( 産 業 文 化 セ ン タ ー２ 階 ）

バス停・ 皆実町一丁目

●

京 橋 川

寺沢 希さん （広島県合唱連盟副理事長･エリザベト音楽大学非常勤講師）
青山邦恵さん （声楽家）
矢野美耶古さん （広島県被団協常任理事・14歳で被爆）
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 （広島合唱団他指揮者）
田中香月さん／三好敬子さん （ピアニスト）

市 内 電 車 ⑤号 線

◆講師◆

●

◆教材曲◆（2/8現在の候補曲…今後変更になる可能性があります）

国道２号線

●

平野橋

至 宇品

電停・南区役所前

●被爆75年記念作品 うたごえ作曲家によるオムニバス創作曲集｢風の音符たち｣から
●｢大地讃頌｣ (大木惇夫 詞／佐藤眞 曲)
●｢アメイジング・グレイス｣ (黒人霊歌／山ノ木竹志 日本語詞／池辺晋一郎 編曲)
●｢We Are The World｣ （Michael Jackson & Lionel Richie 詞曲／Roger Emerson 編曲／
関西合唱団 ＆ 関西合唱団青年部Ｐｅａｃｅ＆Ａｍｕｓｅ 日本語詞）

至 福山

南区役所

＜使用楽譜について＞

①うたごえ作曲家によるオムニバス｢風の音符たち」
…創作曲集（税込\1,000）
音楽センタールートでご購入ください。
うたごえ協議会会員＝\11,000(１日のみ\7,000)※会員外＝\13,000(1 日\9,000) または、講習会事務局までお問合せください。
中四国のうた協会員＝ \8,000(１日のみ\5,000)※会員外＝\11,000(1 日\6,000) 講習会当日の購入もできます。

◆宿泊・弁当・オプショナル企画◆
◆受講料◆

→ウラをご覧ください

◆参加申し込み方法◆

②「We Are The World」

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。 …別途、ピース楽譜を用意します
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。
③その他の曲…ひろしま祭典楽譜集所収(予定)
③申し込み〆切り＝第一次3/21、第二次4/4、最終4/28事務局到着分まで
講習会参加者には、事後に祭典楽譜集を購入
(宿泊を伴う場合は4/4(土)事務局着分まで厳守！以後は、問い合わせ)
することを前提として、講習会用楽譜集を配布
※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。
します。
※必ず、お手元に控えを残してください
※宿泊の申し込みは先着順。満室になり次第締め切ります。
※不明な点は講習会事務局↓までお気軽にお問合せください。
**********************************************************************************************************************
【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
広島以外の方
Tel.090-6963-5804（掛川）／Fax.0742-47-6113／e-mail utagaki@sings.jp
の申込は、
現地事務局 広島のうたごえ協議会
全て全国事務
Tel＆FAX.082-295-5065／e-mail hiroutakyo@yahoo.co.jp
局で取り扱い
◆受講料・宿泊代等振込先◆
ます
【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
**********************************************************************************************************************

2020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。 2020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

氏名
パート

ソプラノ ・ アルト ・ テナー ・ バス

自宅電話

参加日
弁当
申込

男 住所 〒
・
女
ＦＡＸ

e-mail
両日 ・ 4日のみ ・ 5日のみ
5/4昼 ・ 5/4夕 ・ 5/5昼

受講料

弁当代

会員 ・ 会員外

携帯電話
5／4宿泊 ・ 不要
宿泊代計
宿泊希望
裏面の 第１
第２
第３
円
番号を記入 希望
希望
希望
受講料・宿泊代
円
振込 ・ 現金書留 ・ 持参 ・ その他
入金日
入金方法

円

月

日

◆タイムテーブル(案)◆

◆会場◆ 広島市南区民文化センター

(2／19現在→変更の可能性があります)

【４日】
時刻
内容・教材曲
900 事務局集合・搬入・準備
930 受付① (30)
1000 譜読み練習 （120）
「６人のうたごえ作曲家によるオムニバス」より
（＋「We are the world」）
→男女分かれて
（女声…ホール／男声…スタジオ）
1200 昼休憩 (30)
1230 講師集合・打ち合わせ
1230 受付② (30)
1300 開講式 (10)
1310 声楽講座① （80）
1430 休憩
1440 合唱講座①(90)
「大地讃頌」
「アメイジング・グレイス」
1610 被爆体験を聴く（60）
1710 合唱講座②(60)
「We are the world」」
→前半男女分かれて／後半合流
1810 事務連絡・夕食休憩 (50)
1900 合唱講座③ (105)…途中休憩・移動
「６人のうたごえ作曲家によるオムニバス」より
→前半男女分かれて／後半合流
2045 事務連絡・１日目終了
【５日】
時刻
内容・教材曲
900 開場・受付 (15)
915 声楽講座② (45)
1000 合唱講座④(90)
「大地讃頌」
「アメイジング・グレイス」
1130 合唱講座⑤(60)
「We Are The World」
1230 事務連絡・昼休憩 (60)
1330 合唱講座⑥ (120)…途中休憩
「６人のうたごえ作曲家によるオムニバス」より
1530 閉講式
1600 終了 （オプション企画検討中）

・広島市南区比治山本町16-27
・JR広島駅から路面電車

講師
―
―
渡辺享則さん
山本恵造さん
高田龍治さん
―
―
―
青山邦恵さん
―

ひ

じ やま し た

広島産業文化センター２階
う じな

…⑤番・比治山下経由 広島港(宇品)行(約13分)
「南区役所前」下車徒歩２分
（×①番・紙屋町経由宇品行は｢南区役所前｣を通りません）
・広島市中心部紙屋町・八丁堀からは、広島バス㉓号線で
｢皆実町一丁目｣下車
・メイン会場は、２階ホール
・http://www.cf.city.hiroshima.jp/minami-cs/index.html

◆全国から広島へ◆
●ＪＲ新幹線(のぞみ)
・東京から→約4時間／・名古屋から→約2時間20分
・京都から→約1時間40分／・新大阪から→約1時間25分
・博多から→約1時間5分
●飛行機（広島空港まで直行便）
・羽田→1時間30分 ・成田→1時間40分 ・福岡→1時間15分
・那覇→1時間45分 ・仙台→1時間40分 ・札幌→2時間15分
※広島空港から広島駅までリムジンバス約45分

＜宿泊・弁当・オプショナル企画のご案内＞

寺沢 希さん
矢野美耶古さん

◆宿泊◆
5/4 の宿泊についてお部屋を確保しています。先着順で受け付けます。
宿泊代金を添えて、講習会申し込みとご一緒にどうぞ。
GW中です！ご予約はお早めに！ 宿泊申込〆切4／4→以降要相談

山本恵造さん

【ご利用ホテル】（いずれもシングル1泊朝食付・税込）
①アークホテル広島駅南 13,000円

―
渡辺享則さん
山本恵造さん
高田龍治さん
―

・広島市南区西荒神町1-45 TEL.082-263-6363
・広島駅から徒歩約６分
・会場までは徒歩と路面電車で約16分

講師
―
青山邦恵さん
寺沢 希さん
山本恵造さん
―
渡辺享則さん
山本恵造さん
高田龍治さん
―

②広島インテリジェントホテルスタジアム前

11,000円

・広島市南区東荒神町3-36 TEL.082-263-7000
・広島駅から徒歩約７分
・会場までは徒歩と路面電車で約22分

③ホテルエスプル広島平和公園

10,500円

・広島市中区小町3-17 TEL.082-541-5555
・広島駅から路面電車で約18分
・会場までは徒歩と路面電車乗り継ぎで約30～35分

④広島インテリジェントホテルアネックス

10,000円

・広島市南区稲荷町3-27 TEL.082-263-7878
・広島駅から路面電車で約６分
・会場までは徒歩と路面電車で約22分
※室数に限りがあり、ホテルの選択希望には沿えない可能性があります

◆弁当◆
5/4 の昼・夕、5/5 の昼の弁当を用意します。１食お茶付 900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。
注）食事休憩の時間も短いので、弁当をお勧めします。

◆オプショナル企画◆ 5/5(祝・火) 講習会終了後で検討中
→事務局までお問い合わせください。

