
                                                                                                              

 

 

 

 

 

                             

                           

       

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                           

       

                                                             

 

主催 ： つくば音楽団体交流協議会 
      ムジカフェスタ・ディ・つくば ２０１５ in ノバホール実行委員会 
後援 ： 茨城県 ・ 茨城県教育委員会 ・ つくば市教育委員会 
       つくば市合唱連盟 

とどけよう未来へ！ 歌の力を 

Musica Festa di Tsukuba  

2015 in NOVA Hall 



プ ロ グ ラ ム 
 

Ａブロック （１１:００～１３:００） 

 

１ 竜ヶ崎混声合唱団                       指揮：安達 陽一     ピアノ：大畑 知子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

こころの色                    作詩：谷川 俊太郎      作曲：石若 雅弥 

旅に出よう                    作詩：みなづき みのり  作曲：石若 雅弥 

★明るく躍進。昨年春の委嘱初演曲が本になりました(相澤直人「どこかで朝が」)。次の目標は来年秋の設立３０周年記念演奏会です。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

２ 女声合唱コスモス                   指揮：小川 優美子     ピアノ：大黒 喜志子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

花のまわりで        作詞：江間 章子       作曲：大津 三郎     編曲：飯沼 信義 

若葉（わかば）       作詞：松永 みやお     作曲：平岡 均之      編曲：平吉 毅州 

浜辺の歌          作詞：林 古渓         作曲：成田 為三      編曲：飯沼 信義 

★毎週木曜日 13:15～ 牛久市中央生涯学習センターにて、優しい先生の御指導の下、楽しく練習しております♪見学は随時 OK です♪ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

３ 三日月混声合唱団                     指揮：見角 幾代      ピアノ：星野 郁子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

においすみれ        作詩：後藤 一夫       作曲：見角 幾代     編曲：伊藤 康英 

ポインセチア         作詩：サトウ ハチロー 作曲：見角 幾代        編曲：伊藤 康英 

夢みたものは･････      作詩：立原 道造       作曲：木下 牧子 

★私達は昨年に続いての参加です。日頃の練習の成果をご披露致します。皆様とご一緒に楽しく過すことができればと思います。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

４ 混声合唱団べるなーる八千代              指揮：川澄 明子      ピアノ：松田 典子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

混声合唱組曲“筑後川”より            作詞：丸山 豊          作曲：團 伊玖磨 

みなかみ                       

川の祭                       

河口                        

★團伊玖磨先生の作品の混声合唱組曲「筑後川」の中から３曲発表いたします。自然と人間の調和の“讃歌”として歌い上げたいです。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

５ アルコバレーノ                      指揮：田嶋 喜子 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tantum ergo                                                            作曲：G. フォーレ 

無伴奏女声合唱組曲「光の丘のうた」より            作詞：宮澤 賢治        作曲：なかにし あかね 

お日さまの、お通りみちを               

こよいあなたはときいろの              

光の丘の歌                     

★これまでは 10人に満たないメンバーで歌ってきましたが、今回は人数が増えた分、厚みのある響きになってきたと思います。どうぞお

聴き下さい。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

６ エコーくりの実                      指揮：野口 智子      ピアノ：田所 美幸 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

荒城の月          作詞：土井 晩翠       作曲：滝 廉太郎        編曲：源田 俊一郎 

アヴェ・マリア                  作曲：G. カッチーニ 

★「荒城の月」は、美しい編曲をお楽しみ下さい。おなじみの「アヴェ・マリア」は、旋律の美しい流れを意識し、練習して来ました。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
７ コール さくら                         指揮：佐久間 和子      ピアノ：西尾 美保子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

幾千年                          作詩：茨木 のり子    作曲：林 光 

降りつむ                       作詩：永瀬 清子        作曲：林 光 

★結成 35年です。毎週水曜日は、先生の指導の言葉に緊張したり、はげまされたり、笑わされたりしながら、楽しく練習しています。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

８ ヴォーカルアンサンブル･つくば             指揮：半田 曉 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

海の色山の色                    作詩：みなづき みのり  作曲：北川 昇 

霧と話した          作詩：鎌田 忠良       作曲：中田 喜直        編曲：猪間 道明 

★毎週土曜日夜 7時から、広岡交流センターで活動しています。時代をこえた素敵なハーモニーを楽しみましょう。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

９ 水海道混声コーラス                       指揮：吉原 勇人        ピアノ：茂呂 典子 

                            チェロ：照沼 美弦      クラリネット：小礒 美希 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

宮澤賢治の詩によるソング・アルバム「岩手軽便鉄道の一月」から 

ポラーノの広場のうた                 作詩：宮澤 賢治        作曲：林 光 

星めぐりの歌                    作詩/作曲：宮澤 賢治   編曲：林 光 

★毎週水曜日午後 7:30～9:00常総市の公民館をお借りして、楽しく練習しています。ご一緒に歌いましょう！ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

１０ フロイデコールつくば                    指揮：落合 祐子     ピアノ：横山 明子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

においすみれ        作詩：後藤 一夫       作曲：見角 幾代        編曲：伊藤 康英 

平城山（ならやま）     作詩：北見 志保子     作曲：平井 康三郎      編曲：岩河 三郎 

★落合先生の指導の下、練習しています。においすみれは見角幾代さんが作曲した素敵な歌。平城山は古代の恋に重ねる忍ぶ恋の物語です。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

１１ コール･ブラウェ･ヒンメル                    指揮：南 みつ子       ピアノ：猪野 麻梨子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ａｖｅ Ｍａｒｉａ                                作曲：J.S. バッハ/C. グノー 

Ａｖｅ Ｍａｒｉａ                                作曲：P. マスカーニ 

Ａｖｅ Ｍａｒｉａ                作曲：L. ルッツィ 

★団員 23名、毎週末の練習日は仲間との充実した時を楽しんでいます。「今が一番よい時」との思いがそうさせるのかも知れません。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

♪♪ 全体合唱                        指揮：南 みつ子       ピアノ：猪野 麻梨子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ひとつのメロディー                                作詞：萩原 奈苗        作曲：小崎 光洋 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

♪♪♪ Break ♪♪♪ 



 

Ｂブロック （１３:１０～１４:5５） 

  

１２ 牛久コール若葉                        指揮：板東 貴余子     ピアノ：大野 光子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

女声合唱曲集「花のかず」より                      作詩：岸田 衿子      作曲：木下 牧子 

花のかず                      

足おと                       

あさっておいで                   

★シンプルな言葉の奥に哲学的な広がりを感じる詩を、自然な柔らかい発声で歌うことを心がけて練習して来ました。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

１３ コール･フィオーレ       指揮：中嶋 冨子       ピアノ：今長 弘美 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

女声合唱のためのクラシカル･リリック きまぐれなエッセイⅠより 

絵日傘(「アンダンテ･カルディナーレ」)より  作詩：海野 洋司  作曲：ヴァケス  編曲：南 安雄 

落葉松（からまつ）                 作詩：野上 彰      作曲：小林 秀雄 

★私たちは楽しむことを一番にしています。ノバホールで『落葉松』を演奏出来る嬉しさを夢みて練習に励みました。団員募集中です。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

１４ うしく混声合唱団                    指揮：半田 曉      ピアノ：渡部 美生 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

When I am dead, my dearest                     作詩：C. ロセッティ  作曲：P. シンドラー 

Ortus Carminis(歌の誕生)                         作詩/作曲：佐藤 賢太郎 

★来年 7月頃、第 4回目の演奏会に向けて練習に励んでいます。今回の曲は英語とラテン語の 2曲。美しいハーモニーをお聴かせします。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

１５ コーラス タンポポ                指揮：安東 有貴恵     ピアノ：徳本 淳子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ヴィヴァルディが見た日本の四季より 

花                    作詞：武島 羽衣       作曲：瀧 廉太郎         編曲：信長 貴富 

蝙蝠（こうもり）のワルツ                        作曲：J. シュトラウス   編曲：蒔田 尚昊 

★牛久市中央生涯学習センターで、毎週金曜日午前 10時から練習しています。団員募集中 見学歓迎。連絡先 873-8053 棟元まで 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

１６ アンサンブル i                          指揮：銅谷 恵利子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

花                   作詞：武島 羽衣       作曲：瀧 廉太郎         編曲：信長 貴富 

浜辺の歌          作詞：林 古渓         作曲：成田 為三       編曲：信長 貴富 

村の鍛冶屋                     作詞/作曲：不詳      編曲：信長 貴富 

★恵利子先生のご指導の元、歌の好きな仲間が集まっています。少人数ですので、みんなで寄り添いながら楽しくアカペラで歌っています。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

１７ 江戸崎タウンコーラス                 指揮：櫻井 博之 & 井上 慧 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vere languores                       作詞：不詳  作曲：Tomas Luis de Victoria 

うつくしいのはげつようびのこども  作詩：マザーグース  訳詩：谷川 俊太郎  作曲：林 光 

糸                        作詞/作曲：中島 みゆき 

★個性豊かな２人の講師の元、古今東西さまざまな曲に果敢にチャレンジしています。よく歌い、よく飲み、ここ一番での団結力は抜群♪ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
１８ コール･リリーズ                       指揮：中山 文雄      ピアノ：山本 光子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

薄氷（うすごおり）                 作詩：深尾 須磨子       作曲：高田 三郎 

買いもの                     作詩：高田 敏子         作曲：岩河 三郎 

★楽しいから歌う！歌うから楽しい！新曲「買いもの」では、若妻をめざします。新メンバー熱烈歓迎！（火曜 10:30～守谷中央公民館） 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

１９ 女声合唱団 きんもくせい                  指揮：安達 陽一      ピアノ：浅子 勝也 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

二部合唱のための６つのソング うたうたう より   作詞：宮本 益光         作曲：信長 貴富 

たとえば君が歌うのも                

行方                        

★ワクワク楽しい合唱指導で色々な表現力を探求しています。初心者やお子様連れも大歓迎。火曜主に龍ヶ崎市松葉コミセンで活動中。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

２０ ＲＬＣ（竜ヶ崎女声合唱団）                   指揮：野村 秀美       ピアノ：根岸 亜湖 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

映画『耳をすませば』より  カントリー･ロード   作詞：B. Danoff    原曲：J. Denver 

                                    作曲：T. Nivert  訳詞：鈴木 麻実子  補作詞：宮崎 駿 

映画『ハウルの動く城』より 世界の約束  作詞：谷川 俊太郎  作曲：木村 弓  編曲：寺嶋 陸也 

★歌の心・言葉を大切に、より美しいハーモニーを求めて龍ヶ崎市松葉コミニティーセンターで毎週金曜 10時から練習。団員募集中です。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

２１ 美浦コーラス同好会               指揮：米谷 毅彦       ピアノ：川井 道子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

北の海鳥（海鳥の詩より）                          作詩：更科 源蔵        作曲：広瀬 量平 

うた（合唱版）                   作詩：佐藤 信         作曲：林 光 

★私達、美浦コーラス同好会も今年で 40年目を迎えました。毎週木曜日に美浦中央公民館で米谷先生のご指導で練習しています。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

♪♪ 全体合唱                      指揮：米谷 毅彦       ピアノ：川井 道子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ひとつのメロディー                 作詞：萩原 奈苗       作曲：小崎 光洋 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

♪♪♪ Break ♪♪♪  
 



 

Ｃブロック （１５:０５～１6:55） 

 

２2 つくば古典音楽合唱団          指揮：鈴木 優   オルガン：渡部 聡  ソプラノ：和泉 純子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

「ネルソン･ミサ」より                             作曲：ヨーゼフ･ハイドン 

   キリエ                       

   ベネディクトゥス                  

★定期演奏会を 12/13（日）ノバホールで開催。ハイドン「ネルソン･ミサ」を歌います。団員募集中。水曜 19:30～並木交流センター。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

２3 男声合唱団ＫＯΣＭＯΣ              指揮：片山 秀樹 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

男声合唱組曲「草野心平の詩から」より               作詩：草野 心平         作曲：多田 武彦 

3. 金魚 

4. 雨 

5. さくら散る 

★今年は、9月 20日（日曜日）にノバホールにおいて、東京の男声合唱団「タダタケを歌う会」とジョイントコンサートを開催します。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

２４ 桜みなみ合唱団                     指揮：半田 曉        ピアノ：鈴木 京子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

月日貝                      作詩：金子 みすゞ      作曲：藤嶋 美穂 

   ローラ･ビーチ                   作詞：池澤 夏樹        作曲：木下 牧子 

★昨年は大きな三度の演奏会を体験しました。現在、新たな曲を練習し始めています。私たちと一緒に歌いませんか？楽しいですよ！ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

２5 コール･ヴァンヴェール                   指揮：片山 秀樹       ピアノ：浅子 勝也 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   おひさま            作詞：岡田 恵和   作曲：渡辺 俊幸      編曲：今村 康 

いのちの歌          作詞：Miyabi        作曲：村松 崇継      編曲：今村 康 

★毎週水曜日夜 7：00～10：00 龍ヶ崎の松葉、城ノ内公民館で練習しております。夜なら歌える♪ そんな方お待ち致しております。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

２６ 産総研音楽倶楽部合唱団            指揮：中尾 征三       ピアノ：川合 章子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

混声合唱組曲「筑後川」より            作詩：丸山 豊       作曲：團 伊玖磨 

銀の魚  

河口 

★週 2回、職場の昼休みに練習している合唱団です。短時間の練習を積み重ね、今回は 混声合唱組曲「筑後川」の中の 2曲に挑戦します。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

２7 女声合唱団 ベルフォーレ             指揮：二宮 真美      ピアノ：冨田 房江 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

陽気な娘たち                                                             作曲：福島 雄次郎 

空の端っこ                                       作詞：宮本 益光         作曲：信長 貴富 

うた（合唱版）                   作詩：佐藤 信          作曲/編曲：林 光 

★今回は諸事情により少人数での参加ですが、毎回楽しく練習しています。百聞は一見に如かず。どうぞいらして下さい。団員募集中です。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

２8 女声合唱団「萠」                         指揮：佐久間 和子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

今こそ五月                                        作曲：T. モーリー       編曲：増田 順平 

美しいフィリスは                  作曲：J. ファーマー    編曲：増田 順平 

さようなら愛しいアマリリス             作曲：J. ウィルビー    編曲：増田 順平 

銀色の白鳥                      作曲：O. ギボンズ       編曲：増田 順平 

★今回はイギリス マドリガルに挑戦しました。四部と英語に悩みつつも、何とか楽しめるようになりました。団員募集中です。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

29 コール茎崎                                      指揮：陶山 高志       ピアノ：乾 由美子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

糸                        作詞・作曲：中島 みゆき 編曲：陶山 高志 

Time to say good bye 作詩：L. ファラントット 訳詩：本間 直子 作曲：F. サルトリ 編曲：陶山 高志 

★楽しく元気にと毎週土曜日の練習に励んでいます。今年は中島みゆきに挑戦。合唱としてのみゆきワールドをお楽しみ下さい。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

30 近代詩曲の会                            独唱：五十嵐 滋( T )     ピアノ：徳本 美智子 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

献呈（Zueignung）          作詞：ヘルマン･フォン･ギルム     作曲：R. シュトラウス 

ドリゴのセレナーデ                              作曲：R. ドリゴ 

ビー･マイ･ラブ                                作曲：R. ニコラウス 

★9月 13日に第 3回ソロフェスタを行いますから、皆様ご来聴下さいますように。プログラムや出場等ご案内は本協議会ＨＰに。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

３1 つちうら混声合唱団                   指揮：大門 康彦      ピアノ：鈴木 理恵 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

流浪の民                      作詩：E. ガイベル   訳詩：石倉 小三郎       作曲：シューマン 

瑠璃色の地球                  作詩：松本 隆       作曲：平井 夏美         編曲：源田 俊一郎 

★大門先生の指導に魅せられて、来年秋の定期演奏会に向け 楽しく真剣に練習に励んでおります。ぜひ一緒に歌ってみませんか！ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

♪♪ 全体合唱                     指揮：大門 康彦      ピアノ：鈴木 理恵 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ひとつのメロディー                作詞：萩原 奈苗       作曲：小崎 光洋 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

  

  

1.  きのう出会った ひとつのメロディー 

生きる力が わいてくる 

たったひとりで くりかえすより 

誰かと いっしょに 奏でたい 

伝えよう 広げよう 

ふくらまそう きっと 

かけがえのない メロディーになる 

2.  胸に残った ひとつのメロディー 

聴けば 心がいやされる 

言葉だけでは 伝えきれない 

気持ちも いっしょに 届けたい 

伝えよう 広げよう 

ふくらまそう ずっと 

忘れられない メロディーになる 

ひとつのメロディー 



御 挨 拶   

 

 

  

 ムジカフェスタ・ディ・つくば 2015 in ノバホール 実行委員長 

小澤 治雄 

 

本日は、ムジカフェスタ・ディ・つくば の合唱祭においで下さいまして、誠にありがとうございます。 

つくば市を中心に活動している ３１の声楽団体の発表を予定しています。 

各団体とも、各自に発表会を開催している様ですが、今日はその団体が このノバホールで、一年間の練習の成果 

を皆様の前で発表致します。 

 その団体によって、内容は異なりますが、聴く側にとっては楽しめる曲目だと思います。 

 

 どうぞ 最後までお聴き頂き、皆様にとって 今日一日が良い思い出となる事を期待します。 

  

 つくば音楽団体交流協議会     

会長 板東 興實(ばんどう ともざね) 

 

楽しく歌う、聴き合う 

 

2015ムジカフェスタ・ディ・つくばの開催を、今日ここに集った皆様方と祝い喜び合いたいと思います。 

今年で 22回目、このムジカも成長の過程にあり、益々県南地域の欠かせない音楽のイベントになってきています。 

ムジカの運営・実行を進める実行委員会も、当初からの各地域毎の持ち回りで行うことも定着し、毎年実行委員会

の創意ある取り組みで準備され、内容もすばらしいものとなってきています。 

 今回の開催に当たり、改めて実行委員会のご努力に感謝と御礼を申し上げます。また、出演者の皆様には、ムジ

カの伝統である、楽しく歌う、聴き合うを心に、すばらしい演奏を期待したいと思います。 

聴衆の皆様のご来場、本当にありがとうございます。 

今日の一日が心和む一日であったと、誰もが感じますように！ 

 

Musica Festa di Tsukuba  

2015 in NOVA Hall 


