
 

 

プログラム 

A ブロック（11：３０～14：００） 

 1 水海道混声コーラス                    指揮：吉原勇人  ピアノ：佐藤 薫 

・ほらね ［作詩］いとうけいし ［作曲］まつしたこう 

・ヒカリ ［作詩］瀬戸沙織 ［作曲］松下 耕 

団員募集中。毎週水曜日 19:30～21:00まで練習。お問い合わせは 090-4371-4491「ほどた さとる」まで 

 2 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 

混声合唱のための「マザー・テレサ愛のことば」より  

・だれもそばにいてくれない  ［作曲］鈴木憲夫 

・私は一本のエンピツ  ［作曲］鈴木憲夫 

・主よ、今日一日  ［作曲］鈴木憲夫 

「主よ 今日一日」で演奏の中に朗読が入ります。 

 3 フロイデコールつくば                    指揮：落合祐子  ピアノ：横山明子 

・NHK ドラマ「坂の上の雲」より    

 Stand Alone ［作詞］小山薫堂 ［作曲］久石 譲  

・It's A Small World ［訳詞］岩谷和子 
［作曲］SHEMAN,Richard 

M.&SHERMAN Robert B 
［編曲］青島広志 

・見上げてごらん夜の星を ［作詞］永 六輔 ［作曲］いずみたく  

ママさんコーラスより始まり 50 年がたちました。今回は美しく澄んだ曲や明るく楽しい曲を演奏します 

 4 土浦市民合唱団                     指揮：沼田能昌  ピアノ：水村香代子 

・夏のゆうべ ［作詞］渡辺忠恕 フィンランド民謡  

・ぜんぶ ［作詩］さくらももこ ［作曲］相澤直人  

・地球星歌～笑顔のために～ ［作詞］ミマス ［作曲］ミマス ［編曲］富澤 裕 

少人数ですがハーモニーを楽しんで歌っています。 

 5 女声合唱団「萠」                       指揮：大川晴加  ピアノ：恒岡俊子 

・いつだったか ［作詩］星野富弘 ［作曲］なかにしあかね 

・最後の歌 ［作詞］F.チンミーノ ［作曲］F.P.トスティ ［編曲］安彦善博 

只今今年後半に開催予定の、６回目のコンサートに向けて団員一丸となって楽しく練習中です。0297-66-3393(江幡) 

 6 コール茎崎                          指揮：陶山高志  ピアノ：乾由美子 

・Laudate pueri op.39,2  ［作曲］Felix Mendelssohn 

・アイノカタチ ［作詞・作曲］GReeeeN ［編曲］陶山高志 

5/25(土)茎崎交流センターにて体験レッスンを行います。(14時～16 時) 歌が好きな方、一緒に歌いませんか? 

 7 アンサンブル K                        指揮：井上 慧  ピアノ：出野裕子 

・混声合唱組曲「かなしみはあたらしい」より  

 泣いているきみ ［作詩］谷川俊太郎 ［作曲］信長貴富 

・混声合唱とピアノのための組曲「みやこわすれ」より  

 みやこわすれ ［作詩］野呂 昶 ［作曲］千原英喜 

茨城県利根町を中心に活動しています。誕生して 5 年目を迎えています。今年 10 月 27日に単独演奏会を開催する予定

で、練習を重ねています。 



 

 

8 コールさくら                         指揮：大川晴加  ピアノ：西尾美保子 

・抒情小曲集「月の角笛」より   

 うぐいす ［作詩］武鹿悦子 ［作曲］木下牧子 

 月の角笛 ［作詩］新美南吉 ［作曲］木下牧子 

・春に ［作詩］谷川俊太郎 ［作曲］木下牧子 

最近新しい仲間が増えてうれいしいコールさくらです。身体に無理のない発声で、これからも長く歌っていきたいと思

っています。 

 9 アルコバレーノ                                   指揮：田嶋喜子 

・無伴奏女声合唱組曲「Missa Trinitas」より    

 Benedictus  ［作曲］佐藤賢太郎 

・グリンピースのうた ［作詩］宮田滋子 ［作曲］木下牧子 

・ぜんぶ～ア・カペラ版～ ［作詩］さくらももこ ［作曲］相澤直人 

10 牛久コール若葉                      指揮：板東貴余子  ピアノ：大野光子 

・自然のうた ［作詩］江間章子 ［作曲］池辺晋一郎 

・なぎさ ［作詩］木下宣子 ［作曲］朝岡真木子 

茨城出身の池辺晋一郎と指揮者の知人の朝岡真木子両氏の作品を、詩の意味をかみしめ心をこめて歌います。 

11 女声合唱団ベルフォーレいわい              指揮：大門康彦  ピアノ：榊原道子 

・行ってしまった夏休み ［作詞］こわせたまみ ［作曲］伊藤幹翁  

・３６５日の紙飛行機 ［作詞］秋元 康 
［作曲］角野寿和 

青葉紘季 
［編曲］石若雅弥 

結成 20周年を迎えます。団員の心をひとつにして美しいハーモニー作りに努力しています。 

12 うしく混声合唱団                       指揮：半田 曉  ピアノ：渡部美生 

・混声合唱組曲「まほろば」より   

 五月よ ［作詩］林 望 ［作曲］上田真樹 

・광야에서 (荒野で) ［作詞・作曲］文大玄(ムン・デヒョン) 

結成 19 年、これまで宗教曲・抒情歌・民謡など多様な曲にチャレンジしていますが、今回初めてハングル語で韓国の

民衆歌謡を歌います。 

13 コーラス・タンポポ                     指揮：安東有貴恵  ピアノ：徳本淳子 

・Largo  ［作曲］G.F.ヘンデル ［編曲］青島広志 

・Chi vuol la zingarella  ［作曲］G.パイジェルロ ［編曲］青島広志 

発足して 44 年余り、美しいハーモニーをめざして、また歌う喜びを感じながら、先生の熱心な指導のもと練習に励ん

でいます。 

14 つくば古典音楽合唱団                  指揮：鈴木 優  オルガン：渡部 聡 

《グローリア RV589》より  ［作曲］ヴィヴァルディ 

・Et in terra pax hominibus(地には人々に平和あれ)  

・Quoniam tu solus Sanctus(あなたのみが聖なる方)  

・Cum Sancto Spiritu(聖霊とともに)   

第 33 回定期演奏会は 11月 29 日(金)ノバホール。ヴィヴァルディ「グローリア」、パレストリーナ他を演奏予定。 

 

全体合唱         指揮：鈴木 優  オルガン：渡部 聡 

「五月の歌」    訳詞：青柳善吾  作曲：モーツアルト  編曲：小佐野実穂 



 

 

 

B ブロック（14：1０～16：5０） 

15 つちうら混声合唱団                     指揮：大門康彦  ピアノ：榊原道子 

・無伴奏混声合唱による日本名歌集「ノスタルジア」より   

 花 ［作詞］武島羽衣 ［作曲］瀧廉太郎 ［編曲］信長貴富 

・混声合唱組曲「筑後川」より    

 河口 ［作詩］丸山 豊 ［作曲］團伊玖磨  

あの有名な NHK Nコン審査員で日本合唱連盟理事の大門康彦さんの指導の元、日本の抒情歌から世界の合唱曲を楽しく

歌っています。 

16 女声合唱団きんもくせい                  指揮：安達陽一  ピアノ：浅子勝也 

・二部合唱組曲「いのちの寓話」より  

夢見草 
［作詩］宮本益光 ［作曲］信長貴富  

・あなた ［作詞］小坂明子 ［作曲］小坂明子 ［編曲］浅子勝也 

「楽しくなくちゃ合唱じゃない」と安達陽一先生のご指導の下、作曲家・ピアニストの浅子勝也先生のアレンジを楽し

んでいます。 

17 江戸崎タウンコーラス                    指揮：櫻井博之  ピアノ：井上 慧 

・混声合唱組曲「太陽と海と季節が」より   

 海の記憶 ［作詩］高野民雄 ［作曲］森山至貴 

・My Heart's Friend  ［作曲］BOB CHILCOTT 

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、ここ一番の

団結力は抜群 

18 石岡混声合唱団                      指揮：山口美保子  ピアノ：山田陽子 

・ぜんぶ ［作詩］さくらももこ ［作曲］相澤直人 

・言葉は ［作詩］谷川俊太郎 ［作曲］信長貴富 

ベルフォーレで演奏できることを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

19 コール・ヴァンヴェール                    指揮：西 康之  ピアノ：浅子勝也 

・貝殻 ［作詩］新美南吉 ［作曲］浅子勝也 

・樹のうた ［作詩］林 望 ［作曲］上田真樹 

ハンナ作曲賞を受賞したピアニストの「貝殻」を優しさ、温かさを表現できる様に演奏したいと思います。 

20 RLC 竜ヶ崎女声合唱団                   指揮：野村秀美  ピアノ：根岸亜湖 

・宵待草 ［作詞］竹久夢二 ［作曲］多 忠亮 ［編曲］飯沼信義 

・落葉松 ［作詩］野上 彰 ［作曲］小林秀雄  

私達は楽しく練習することを第一とし、その上で美しいハーモニーを作り出すことを目指しています。 

21 桜みなみ合唱団                        指揮：半田 曉  ピアノ：鈴木京子 

・Ave Maria  ［作曲］MICHAEL HEAD 

・栗鼠も、きっと ［短歌］栗原 寛 ［作曲］信長貴富 

「栗鼠も、きっと」は 10の短歌に曲を付けたものです。「スマップ」という言葉が出てきますが、それはあの SMAPの

ことです。 

22 近代詩曲の会   沢木三恵子(Sop.) 五十嵐滋(Ten.) 慶野光彦(Ten.) ハリー野村(Acc.) 平野邦子(Pf.) 

・ロシア民謡「小さなぐみの木」 ほか  

古い歌に少し新しい感覚を混ぜて歌います。ところどころストレッチも兼ねて、会場の皆様もご一緒に歌ってください。 



 

 

23 アンサンブル i                                  指揮：銅谷恵利子 

・ひみつ ［作詩］みなづきみのり ［作曲］北川 昇 

・うそつきうさぎ ［作詩］みなづきみのり ［作曲］北川 昇 

・翼 ［作詩］みなづきみのり ［作曲］北川 昇 

アカペラならではのハモリを i(愛)ある歌を求めて月二回歌っています。「こころをハモラせたい」これが i のモット

ーです。ご一緒に歌いませんか。 

24 男声合唱団 ΚΟΣΜΟΣ                           指揮：宮坂和人 

・ぜんぶ ［作詩］さくらももこ ［作曲］相澤直人  

・酒頌 ［作詩］W.B.Yeats ［訳詩］林 望 ［作曲］上田真樹 

人数は減りましたが「さわやかな男声合唱」を目指してまだまだ歌います。練習：毎週土曜 15:30-18:00(つくば市小

野川交流センター)連絡：029-852-5907(宮本) 

25 つむぎの里ゆうき混声合唱団             指揮：笠井利昭  ピアノ：宇都木貴久世 

・Jupiter ［作詞］吉元由美 ［作曲］グスターブ・ホルスト ［編曲］田中達也 

・混声合唱とピアノのための組曲「みやこわすれ」より   

 みやこわすれ ［作詩］野呂 昶 ［作曲］千原英喜  

ポピュラー曲を毎年１曲選曲していますが、今年は平原綾香の Jupiterになりました。常時団員募集中です。 

26 コーロ・アミーズ岩井                     指揮：古谷久美  ピアノ：茂呂典子 

・白い色は恋人の色 ［作詞］北山 修 ［作曲］加藤和彦 ［編曲］篠田聡史 

・いのちの歌 ［作詞］Miyabi ［作曲］村松崇継 ［編曲］富澤 裕 

初めてのムジカフェスタ参加です。年齢と共に喉の衰えを自覚しつつも、団員 9名、月 2回の練習日には思い切り声を

出し楽しんでます。 

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

・A Clare Benediction  ［作曲］John Rutter 

・Come Again  ［作曲］John Dowland 

・混声合唱組曲「白き花鳥図」より   

 鮎鷹 ［作詩］北原白秋 ［作曲］多田武彦 

私たちと一緒に！と思って下さった方はコチラへ→vocalensemble.tsukuba@gmail.com 

28 混声合唱ソラーレ                      指揮：中山ちあき  ピアノ：山崎未貴 

・「もののけ姫」より もののけ姫 ［作詞］宮崎 駿 ［作曲］久石 譲 ［編曲］白川雅樹 

・「魔女の宅急便」より めぐる季節 ［作詞］吉元由美 ［作曲］久石 譲 ［編曲］白川雅樹 

・ありがとうの花束 ［作詩］岡山真子 ［作曲］山下祐加  

スタジオジブリ名曲集より２曲歌います。つくば並木交流センターで毎週月曜日午後 7:30～練習。つくば市合唱連盟

所属。 

29 竜ヶ崎混声合唱団                       指揮：安達陽一  ピアノ：大畑知子 

・さいはひはここに 

～祝婚三首～ 
[短歌]栗原 寛 ［作曲］田中達也 

・心のなかで ［作詩］野村英夫 ［作曲］田中達也 

新元号ムジカフェスタで祝典を。平成に引き続き、歌う喜び、集う楽しさを永遠に、扉はいつも開けています。 

入団参観歓迎。 

全体合唱         指揮：安達陽一  ピアノ：大畑知子 

「五月の歌」    訳詞：青柳善吾  作曲：モーツアルト  編曲：小佐野実穂 


