
1 コールさくら 指揮：佐久間 和子 ピアノ：西尾 美保子

だれもそばにいてくれない 作詞：マザ―テレサ 構成・作曲：鈴木憲夫

私は一本のエンピツ 作詞：マザーテレサ 構成・作曲：鈴木憲夫

私たちのしていることは 作詞：マザーテレサ 構成・作曲：鈴木憲夫

★コールさくら初のユニフォームで、マザーテレサの慈愛にみちたほほえみと、祈りのことばを心をこめてお届けしたいと思います。

毎週水曜日午前中に練習しています。お仲間募集中！ 堀 祐里子　029-855-0328 　http://sound.jp/choir-sakura/index.html

2 産総研音楽倶楽部合唱団 指揮：東宮 昭彦 ピアノ：川合 章子

椰子の実 作詞：島崎 藤村 作曲：大中寅二

海よ 作詞：赤木 衛 作曲：源田 俊一郎

★産総研の職員とOB・OGからなる合唱団で、週2回職場の昼休みに練習しています。心地よい響きを目指し、音楽を俱（とも）に

楽しみながら歌っています。 E-mail：atomiya@kt.rim.or.jp　（東宮昭彦）

3 女声合唱コスモス 指揮：小川 優美子 ピアノ：大黒 喜志子

秋のあじさい 作詞：星野 富弘 作曲：なかにし あかね

たんぽぽ 作詞：まど・みちお 作曲：なかにし あかね

ケヤキ 作詞：まど・みちお 作曲：なかにし あかね

★ひびきのある声と美しいハーモニーを求めて練習しています。団員募集中（木曜13:30～　牛久市生涯学習センター）

牛久市田宮町2-29-12 長尾京子　029-873-9419

4 アルコバレーノ 指揮：田嶋 喜子

道元禅師の和歌による月に寄せる歌より

  春は花 作詞：道元禅師 作曲：廣木 良行

　すきなこと 作詞：工藤 直子 作曲：松下 耕

グレゴリオ聖歌　SALVE REGINA　 作曲：KOCSAR MIKOS

★月に1度松代交流センターにて活動しております。発声練習から丁寧に指導して頂き、楽しく歌っております。

E-mail：yukiko.wald@gmail.com

5 合唱団アンサンブル K 指揮：井上 慧 ピアノ：出野 裕子

「心の四季」より　風が 作詞：吉野 弘 作曲：高田 三郎

麦の唄 作詞：中島 みゆき 作曲：中島 みゆき 編曲：田中 達也

★今年4月で結成1年目、団員17名です。指揮者のお人柄で笑いが絶えませんが、町の会場不足でウェルネス体育大学他2日を

移動しながら毎火曜日の午後練習。公式発表今回初演。 利根町布川2076-29　内藤政德　080-3201-6411

6 混声合唱ソラーレ 指揮：中山 ちあき ピアノ：小林 真央

炭坑節 福岡県民謡 編曲：石丸 寛

五木の子守歌 熊本県民謡 編曲：石丸 寛

会津磐梯山 福島県民謡 編曲：石丸 寛

★つくば市並木交流センターを主な練習場として、毎週月曜日午後7時～9時に練習しています。5月のムジカフェスタと11月の

つくば市文化祭を主な発表の場としています。 佃 栄吉　E-mail：etsukuda@mac.com　 http://www.solare-hitachino.jp

プ ロ グ ラ ム

Aブロック　（10:30～12:35）



7 フロイデコールつくば 指揮：落合 祐子 ピアノ：横山 明子

幻想曲　長崎ぶらぶら 作詞：不明 作曲：池田 松洋

★今年は落合先生の故郷長崎が舞台になっている”長崎ぶらぶら節”に挑戦しました。聞きなれない言葉が多く難しかったのですが、

昨年以上に練習を重ねました。 第1、3　YMCAみどりのセンター　第2、4　松代交流センター（火・ AM10:00-12:00）

8 女声合唱団「萠」 指揮：佐久間 和子 ピアノ：恒岡 俊子

ねがい 作詞：佐藤 真 作曲：林 光 編曲：林 光

★発足して20余年。それなりに年は重ねましたが「明るく楽しく」は変わらず、毎週「キャー♪キャー♪」と集まっています。おかげで

若い人も入団。ただ今♡団員募集中♡です。 江幡洋子　0297-66-3393

9 三日月混声合唱団 指揮：三角 幾代 ピアノ：星野 郁子

Holdiria ホルディリディア 作詞：訳詩不詳 スイス民謡 編曲：古橋 富士雄

Greensleeves グリーンスリーヴス 作詞：海野 洋司 イングランド民謡

瑠璃色の地球 作詞：松本 隆 作曲：平井 夏美

★「歌う楽しみ」と「集う喜び」を分かち合うことをモットーに、見角先生、星野先生の熱心なご指導の下、練習に励んでおります。

牛久市刈谷町3-40-2　松田 元

10 コールリリーズ 指揮：中山 文雄 ピアノ：山本 光子

電気ガマ 作詞：高田 敏子 作曲：岩河 三郎

おとうふやさん 作詞：高田 敏子 作曲：岩河 三郎

★守谷市中央公民館で火曜日に練習しています。両先生の時に厳しく又熱心なご指導の下、日夜脳トレに励んでいる私達。加齢に

逆らって、華麗に歌い続けていきたいです。 西島史子　E-mail：chi8079_twinkerbell@docomo.ne.jp

11 すみれ＆カトレア コーラス 指揮：黒岩 由佳理 ピアノ：永見 卓子

コスモス 作詞：星野 富弘 作曲：杉本龍之

風が ～組曲「心の四季」から 作詞：吉野 弘 作曲：高田 三郎

★私達のコーラスグループは、筑波万博時に結成され、稲敷市の歌うことが好きな人達が集い活動しています。創設者の

由佳理先生の元、2つの会が結ばれ、歌声をつないでいます。 稲敷市柴崎7078-1　宮本チヅル　090-1426-0710

12 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

糸 作詞：中島 みゆき 作曲：中島 みゆき 編曲：山室 紘一

混声合唱のためのカンタータ「土の歌」より

　祖国の土 作詞：大木 惇夫 作曲：佐藤 真

　大地讃頌 作詞：大木 惇夫 作曲：佐藤 真

★結成以来24年目となる混声合唱団でハーモニーを楽しんでいます。「大地讃頌」はお馴染みの曲ですが、「祖国の土」との2曲を

改めて難曲だと実感しながら練習に打ち込みました。 毎週金曜日 午後7時30分～9時30分　八千代町公民館 （0296-48-1515）

♪♪ 全体合唱 指揮： ピアノ：

ひとつのメロディー 作詞：萩原 奈苗 作曲：小崎 光洋



Bブロック　（12:45～14:55）

13 RLC（竜ヶ崎女声合唱団） 指揮：野村 秀美 ピアノ：根岸 亜湖

女声合唱組曲「富山に伝わる三つの民謡」より 作詞構成：岩河 三郎 作曲：岩河 三郎

　「こきりこ」

★今秋第6回定期演奏会を龍ヶ崎市文化会館で開催します。ご案内いたしますのでぜひご来場下さい。龍ヶ崎市松葉コミセンで毎週

金曜日10時から練習しています。只今団員募集中。 青木サヨ子　090-2216-0469    E-mail：sayokoa66@yahoo.co.jp

14 うしく混声合唱団 指揮：半田 曉 ピアノ：渡部 美生

種子 作詞：寺山 修司 作曲：信長 貴富

いつまでもいつまでも 作詞：立原 道造 作曲：新実 徳英

★結成15年目です。第4回目の演奏会を6月26日（日）14時開演：牛久市生涯学習センター文化ホールで開催します。

ご来場をお待ちしています。 牛久市南 5-19-33　坂東 與實　029-873-5232

15 女声合唱団きんもくせい 指揮：安達 陽一 ピアノ：浅子 勝也

Can you hear me? 作詞：Bob Chilcott 作曲：Bob Chilcott

I'll paint you a rainbow 作詞：不明 作曲：Greg Gilpin

★創立24周年。4年前より安達先生をお迎えして、より深い合唱表現力を学んでいます。4年連続「おかあさんコーラス大会」に

挑戦♪　龍ヶ崎市松葉コミセンで火曜日に活動しています。 塚本昭美　080-5193-5441　 E-mail：flores-aki@nifty.com

16 牛久コール若葉 指揮：坂東 貴余子 ピアノ：大野 光子

夢路より 作詞：津川 主一 作曲：フォスター 編曲：林 光

草競馬 作詞：妹尾 幸陽 作曲：フォスター 編曲：中尾 和人

ケンタッキーの我が家 作詞：緒園 涼子 作曲：フォスター 編曲：中尾 和人

いとしのアリスは眠る 作詞：高橋 信夫 作曲：フォスター 編曲：中尾 和人

★数十年ぶりにフォスターを歌ってみました。郷愁を誘う美しいメロディーにあらためて良さを実感しています。

妻木玲子    029-873-9203

17 コーラス・タンポポ 指揮：安東 有貴恵 ピアノ：徳本 淳子

モーツアルト作曲「ピアノ協奏曲KV467 第2楽章」より

　少年 作詞：海野 洋司 作曲：モーツアルト 編曲：南 安雄

ヴィヴァルディが見た日本の四季より

　城ヶ島の雨 作詞：北原 白秋 作曲：梁田 貞 編曲：信長 貴富

★牛久市中央生涯学習センターにて毎週金曜日午前10時から練習しています。団員募集中、見学歓迎。

棟元和子　029-873-8053

18 土浦市民合唱団 指揮：沼田 能昌 ピアノ：太田 裕子

わたりどり 作詞：北原 白秋 作曲：大中 恩

またたく星 作詞：古関 吉雄 ポーランド民謡

いのちの歌 作詞：Miyabi 作曲：村松崇継 編曲：田中 達也

★月1回第2土曜日午後1時から5時まで亀城プラザ又は土浦駅前の市役所5階の音楽室で練習しています。各パート少人数ですが

楽しく歌っています。 仲田ちよ子　029-842-4903



19 江戸崎タウンコーラス 指揮：櫻井 博之 ピアノ：井上 慧

Martinus Abrahae 作曲：Christobal de Morales

混声合唱組曲「太陽と海の季節が」より

　太陽と海の季節が 作詞：高野 民雄 作曲：森山 至貴

★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♪

稲敷市江戸崎甲2636の20　秋元美津子    029-892-0069

20 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

女声合唱組曲「今日もひとつ」より

　今日もひとつ 作詞：星野 富弘 作曲：なかにし あかね

女声合唱とピアノのための「くちびるに歌を」より

　白い雲 作詩：ヘルマン・ヘッセ 作曲：信長 貴富

訳詩：高橋 健二

★am blauen Himmel hin ! （青い空をかなたへ漂っていく！）という歌詞に、親しみを感じつつ、心を込めて歌います。

21 桜みなみ合唱団 指揮：半田 曉 ピアノ：鈴木 京子

翼 作詞：みなづき みのり 作曲：北川 昇

風が風を 作詞：多田 智満子 作曲：木下 牧子

ぶらんこ 作詞：安西冬衛 作曲：中田 喜直

★新しいたくさんの曲に挑戦しています。10月には都内はじめ近郊の10近いグループの合同演奏会「虹のコンサート」をノバホールで

開催します。他地域の方々のハーモニーを聴きに来て下さい。 牛久市田宮町531-3 川野辺宏子　029-872-7827

22 アンサンブル i 指揮：銅谷 恵利子

走る 作詞：谷川 俊太郎 作曲：石若 雅弥

ありがとう 作詞：谷川 俊太郎 作曲：石若 雅弥

★月2回金曜日の午後に松葉C.Cで楽しく汗かきながらハーモニーを大事に歌っています。 野口稔世　　0297-66-5230

23 近代詩曲の会 独唱：五十嵐 滋（T） ピアノ：徳本 美智子

"白鳥の歌〟D957より 作曲：シューベルト

　13．Der Doppelgänger（影法師） 作詞：ハイネ

　10．Das Fischermädchen（漁師の娘） 作詞：ハイネ

　 4．Ständchen（セレナード） 作詞：レルシュタップ

★当フェスタ前身の学園都市音楽会から連続出場しています。シューベルトは現代ウィーン的に歌います。第4回ソロフェスタは

8月21日（日）午後ノバホールで開催予定です。 FAX 029-856-4185      E-mail：homer525@hotmail.co.jp

招待演奏 つくばみらい少年少女合唱団 指揮：銅谷 恵利子 ピアノ：清水 直子

Happy Lucky Good-Day 作詞：美鈴 こゆき 作曲：美鈴 こゆき

上を向いて歩こう 作詞：永 六輔 作曲：中村 八大 編曲：源田 俊一郎

ありがとうの花 作詞：坂田 おさむ 作曲：坂田 おさむ 編曲：池 毅

心から心へ 作詞：劇団四季文芸部 作曲：鈴木 邦彦 編曲：横山 潤子

★小さな合唱団ですが、12年目を迎え元気いっぱい明るく楽しく歌っています。一昨年から付添に来られたお母さんも

参加し、親子が一緒に歌うコーナーを設けています。 銅谷とみえ　090-9856-8147

♪♪ 全体合唱 指揮：銅谷 恵利子 ピアノ：清水 直子

Believe 作詞：杉本 竜一 作曲：杉本 竜一 編曲：橋本 祥路



24 竜ヶ崎混声合唱団 指揮：安達 陽一 ピアノ：大畑 知子

Greetings 作詩：清水 雅彦 作曲：千原 英喜

夢 作詞：みなづき みのり 作曲：千原 英喜

★歌いついで30年、竜混に相応しい新曲「煌け、私たちの歌声」という曲を含め、30周年記念第8回演奏会を9月開催。

でもそれは通過点。これから続く未来への歩み。 龍ヶ崎市出し山町193　　荒井健吉　　　0297-64-3958

25 ヴォーカルアンサンブル・つくば 指揮：半田 曉

Super flumina Babylonis 作曲：G.P.da Palestrina

さくら横ちょう 作詞：加藤 周一 作曲：中田 喜直 編曲：猪間 道明

Libertango 作曲：A.Piazzola 編曲：O.Escalada

★無伴奏混声合唱を楽しんでいるヴォーカルアンサンブル・つくばです。今回は全く毛色の違った3曲を歌います。

一緒に楽しんでくれる方大募集中です。 半田 曉　029-871-3196

26 コール・ヴァンベール 指揮：片山 秀樹 ピアノ：浅子 勝也

夢見る人 作詞：さだ まさし 作曲：さだ まさし 編曲：山室 紘一

Birthday 作詞：さだ まさし 作曲：さだ まさし 編曲：山室 紘一

★家事を終え仕事を終え夜7時半松葉公民館に向かいます。そこで一週間に一度会える仲間と声と心をハモらせます♪　至福の時です。

いい仲間お待ちしています。いつでもノックして下さい。 HP：vent-vert.sakura.ne.jp

27 つちうら混声合唱団 指揮：大門 康彦 ピアノ：榊原 道子

ここから始まる 作詞：みなづき みのり 作曲：北川 昇

「心の四季」より　山が 作詞：吉野 弘 作曲：高田 三郎

★団員一同、心ひとつに楽しく深く合唱を追求しようを、合言葉に、大門、榊原両先生の下、今年12月25回の定期演奏会にむかって

練習に励んでおります。どうぞ見学にいらっしゃいませんか。　　　　　 牛久市神谷5丁目31-1　　小林とみ子　　　029-872-6582

28 女声合唱団ベルフォーレ 指揮：二宮 真美 ピアノ：冨田 房江

二部合唱のための6つのソング「うたうたう」より

　雑草（ななし） 作詞：宮本 益光 作曲：信長 貴富

　行方（ゆくえ） 作詞：宮本 益光 作曲：信長 貴富

明日があるさ 作詞：青島 幸男 作曲：中村 八大 編曲：信長 貴富

★とにかく歌うことの大好きなベルフォーレです。曲や詩のもつ魅力に引かれ毎回楽しく唱っています。ご一緒に歌う仲間を

募集しています。是非是非見学にいらしてください。 守谷市みずき野 6-25-5　　小島順子    0297-45-4784

29 女声合唱団リベラ 指揮：竹内 雅拳 ピアノ：石井 綾

曇り日なら 作詩：岸田 衿子 作曲：木下 牧子

あれは風 作詩：吉川 行雄 作曲：真島 圭

月と泥棒 作詞：金子 みすゞ 作曲：鈴木 憲夫

★今年が初めての参加です。毎週木曜日の午後、取手の福祉会館で先生方のエネルギッシュなご指導のもと、厳しく楽しい練習を

しておりますが、今日は精一杯演奏しますので、お聞き下さい。 染谷テルエ     090-4823-2408

Cブロック　（15:05～17:10）



30 男性合唱団KO∑MO∑ 指揮：片山 秀樹

男声合唱組曲「白き花鳥図」より

　1．黎明 作詞：北原 白秋 作曲：多田 武彦

　5．老鶏 作詞：北原 白秋 作曲：多田 武彦

　6．白鷺 作詞：北原 白秋 作曲：多田 武彦

★KO∑MO∑では常に一緒に歌う仲間を募集しています。いつでも練習をのぞきに来て下さい。ドアを開ければ、そこはもう、めくるめく

魅惑のハーモニーの世界が・・・。練習：毎週土曜日15:30-18:00、つくば市小野川交流センター 宮本 亨　029-852-5907

31 つむぎの里ゆうき混声合唱団 指揮：笠井 利昭 ピアノ：宇津木 喜久世

河 作詞：江間 章子 作曲：福井 文彦

夜明けから日暮れまで 作詞：和合 亮一 作曲：信長 貴富

★昨年は、結城市でのジョイントコンサートのため参加できませんでした。本日は、古い1957年の曲と新しい2012年の曲を歌います。

本年は、創立20周年を迎えます。 加藤松生　E-mail：matsuo3230822@ybb.ne.jp

32 コール茎崎 指揮：陶山 高志 ピアノ：乾 由美子

春に 作詞：谷川 俊太郎 作曲：木下 牧子

365日の紙飛行機 作詞：秋元 康 作曲：角野 寿和 編曲：陶山 高志

           青葉 紘季

★毎週土曜日にユーモアたっぷりの先生のもと”楽しく元気に”練習に励んでいます。団員募集中！　クラシックからポップスまで。

一緒に歌ってみたい方、見学にいらしてください！ E-mail：kukizaki_risata@yahoo.co.jp

33 美浦コーラス同好会 指揮：米谷 毅彦 ピアノ：川井 道子

ねがい 作詞：佐藤 信 作曲：林 光 編曲：林 光

明日ともなれば 作詞：F.G.ロルカ 作曲：林 光

訳詞：長谷川 四郎

★私達同好会は、毎週木曜日に、米谷先生の指導で練習しています。

34 つくば古典音楽合唱団 指揮：鈴木 優 オルガン：渡部 聡

≪ミサ変ホ長調≫D950より 作曲：フランツ・シューベルト

　キリエ

　サンクトゥス

★第30回定期演奏会を11月26日（土）ノバホールで開催。シューベルト≪ミサ変ホ長調≫D950を歌います。水曜19:30より

並木交流センターで練習。見学にいらしてください。団員募集中！ 犬塚洋子　E-mail：inuzuka@mail2.accsnet.ne.jp

35 水海道混声コーラス 指揮：吉原 勇人 ピアノ：茂呂 典子

時代 作詞：中島 みゆき 作曲：中島 みゆき 編曲：横山 潤子

麦の唄 作詞：中島 みゆき 作曲：中島 みゆき 編曲：相澤 直人

★メンバー募集中。随時入団可。毎週水曜日午後7時半から9時まで練習しています。　　

090-4371-4491　E-mail：flower-island853@hb.tp1.jp　又はadonis-ramosa-hs@docomo.ne.jp

♪♪ 全体合唱 指揮：吉原 勇人 ピアノ：茂呂 典子

明日があるさ 作詞：青島 幸男 作曲：中村 八大 編曲：横山 潤子


