
PROGRAM 
 

１ カトレア・コーラス（42名) 
 ◇指揮 大道 恒雄  ◇ピアノ 白根 雅美 
 

    風の住む街 
    作詩：渡部千津子／作曲：磯部 俶 

    夜霧よ今夜もありがとう 
    作詩・作曲：浜口庫之助／編曲：岩河三郎 

 

     ■練習会場：小樽市総合福祉センター 

     ■練習日時：毎週金曜日 13:00～15:00 

 

２ 仁木フルーツ合唱団（15名) 
 ◇指揮 鈴木 一博 ◇ピアノ 赤沼加奈子  
 

    大切なもの 
    作詩・作曲：山崎朋子 

    ふるさと 
    作詩:小山薫堂／作曲：youth case／編曲:桜田直子 

    雲に乗ろう 
    作詩・作曲：筒井雅子 

 

     ■練習会場：仁木町民センター 

     ■練習日時：毎週木曜日 17:00～18:00 

 

３ 小樽少年少女合唱団(20名) 
 ◇指揮 大道 恒雄  ◇ピアノ 村上由希子 

 

    夢の世界 
    作詩：芙龍明子／作曲：橋本祥路 

    翼を抱いて 
    作詩：海野洋司／作曲：橋本祥路 
 

     ■練習会場：稲穂小学校音楽室 

     ■練習日時：毎週土曜日13:00～15:00 

 

４ コン・コーレ(10名) 
 ◇指揮 笠原 裕一  ◇ピアノ 笠原 祐子 
 

    夜明けのうた 
    作詩：岩谷時子／作曲：いずみたく／編曲：奥田政夫 

    花は咲く 
    作詩：岩井俊二／作曲：菅野よう子 

 
     ■練習会場：小樽市分庁舎音楽室 

     ■練習日時：毎週水曜日19:00～20:30 

 

５ アゼィリア・コーラス（20名） 

◇指揮 本間 政昭 ◇ピアノ 畑端 梓 
 

    花は咲く(辻井伸行ヴァージョン) 
    作詩：岩井俊二／作曲：菅野よう子／編曲：三宅一徳 

    女声合唱曲集「ほほえみ」より 

    めぐりあいの中に 
    作詩・作曲：鈴木憲夫 

 

     ■練習会場：小樽市勤労女性センター 

     ■練習日時：毎週火曜日18:30～20:50 
 

 

 

 

６ 女声コーラス ベル・コーラル（22名） 

 ◇指揮 鈴木 久司  ◇ピアノ 横谷 友美 
 

    さびしいカシの木 
    作詩：やなせたかし／作曲:木下牧子 

    山のいぶき 
    作詩：松前幸子／作曲：川崎祥悦 
 

     ■練習会場：小樽市生涯学習プラザ  

     ■練習日時：毎週火曜日13:00～15:00 
 

７ 小樽市役所グリークラブ(28名) 
 ◇指揮 村上 学 
    男声合唱組曲「東京景物詩」より 

    あらせいとう 

    カステラ 
    作詩：北原白秋／作曲：多田武彦 

 ◇指揮 中村  浩 

    斎太郎節   
    宮城県民謡／編曲：竹花秀昭 
 

     ■練習会場：稲穂小学校音楽室 

     ■練習日時：木曜日18:00～20:00 
 

８ コール・リラ(19名) 
 ◇指揮 反町 理子 ◇ピアノ 浅川 有希 
 

    女声合唱とピアノのための「花冷えのあとで」より 

    茶色のおとぎばなし 

    うたのゆくさき 
    作詩：山崎佳代子／作曲：松下 耕 
 

     ■練習会場：小樽市勤労女性センター 

     ■練習日時：毎週水曜日18:00～20:30 
 

９ 桂岡少年少女合唱団(20名) 
 ◇指揮 中島 祺枝 ◇ピアノ 細越 彩子 
 

    オーシャンゼリゼ 
    訳詞：中山知子／作曲:ﾏｲｸ･ﾀﾞｲｶﾞﾝ／編曲：越部信義 

    春 
    作詩：中山知子／作曲:A.ﾋﾞﾊﾞﾙﾃﾞｨ／編曲：森重行敏 

    草競馬 
    訳詞：北川あさ子／作曲:フォスター／編曲：広瀬量平 
 

     ■練習会場：中島宅・桂岡小学校 

     ■練習日時：毎週水・金曜日16:30～18:00 
 

10 新声会合唱団(15名) 
 ◇指揮 川越 好晴 ◇ピアノ 笹原安紀子 
 

    トルコ行進曲 
    作詩：坂田晃一/作曲：ﾓｰﾂｧﾙﾄ/編曲：坂田晃一・前田憲男 

    だれや 
    作曲：蓬莱泰三／編曲：南 安雄 
 

     ■練習会場：小樽市分庁舎音楽室 
     ■練習日時：毎週金曜日19:00～21:00 

 

休 憩（10分） 



 
 

11 小樽潮陵高等学校音楽部 (14名) 
 ◇指揮 小杉 亜衣  ◇ピアノ 清水麻里愛 

     堀川 優 
 

    雪どけ 
    作詩：鳥潟朋美／作曲：秋 透 

    怪獣のバラード 
    作詩：岡田富美子／作曲：東海林 修 
 

     ■練習会場：小樽潮陵高校音楽室 

     ■練習日時：毎週月～土曜日 15:50～18:15 
 

12 ローゼン・コール (33名) 
 ◇指揮 小松谷 徹 ◇ピアノ 横谷 友美 
 

    女声合唱曲集「花のコーラス」より 

    始動 
    作詩：新川和江／作曲：信長貴富 

    女声合唱組曲「遙かな歩み」より 

    機織る星 
    作詩：村上博子／作曲：髙田三郎 
 

     ■練習会場：小樽市分庁舎音楽室 

     ■練習日時：毎週火曜日18:30～20:40 
 

13 小樽商科大学グリークラブＯＢ会(20名) 
 ◇指揮 田中 修身 

 

    Ave  Maria 
    グレゴリオ聖歌 

    Ave  Maria 
    作曲：アルカデルト／編曲：福永陽一郎 

    Agnus  Dei 
    作曲：グノー／編曲：林雄一郎 
 

     ■練習会場：札幌エルプラザ 

     ■練習日時：日曜日14:00～16:30 
 

14 女声コーラス ひまわり(21名) 
 ◇指揮 鈴木 久司 ◇ピアノ 柴野 正子 
 

    早春賦 
    作詩：吉丸一昌／作曲：中田 章／編曲：平吉毅州 

    紀の川 
    作詩：松前幸子／作曲：川崎祥悦 

 
     ■練習会場：小樽市勤労女性センター 

     ■練習日時：毎週月曜日18:30～20:30 
 

15 女声コーラス・マイン(24名) 
 ◇指揮 大道 恒雄  ◇ピアノ 松本 佳子 
 

    六月の雨 
    作詩・作曲：小椋 佳／編曲：半間巌一 
    女声合唱組曲「北の歌」より 

    雪の魔法 
    作詩：和田徹三／作曲：中田喜直 
 

     ■練習会場：望洋ふれあいセンター 

     ■練習日時：毎週水曜日 13:00～15:00 
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16小樽市立西陵中学校音楽部 (12名) 
 ◇指揮 青木 里紗 ◇ピアノ 竹中 里奈 
 

    東北地方のわらべうたによる「九つの無伴奏女声合唱曲」より 

    ほたるこい 
    編曲：小倉 朗 

    友～旅立ちの時～ 
    作詩・作曲：北川悠仁(ゆず)／編曲：相澤直人 
 

     ■練習会場：西陵中学校音楽室 

     ■練習日時：毎週月～金曜日 16:00～18:00 

                 土曜日  9:00～12:30 
 

17 小樽商科大学カンタール(11名) 
◇ピアノ 中嶋 瞳 

 

    花は咲く 
    作詩：岩井俊二／作曲：菅野よう子／編曲：川口晴子 

    埴生の宿 
    作詩：里見 義／作曲：H.R.ビショップ／編曲：増田順平 
 

     ■練習会場：小樽商科大学  

     ■練習日時：毎週水曜日14:30～16:00 

 

18 Re：ユンゲン(16名) 
 ◇指揮 村上 学 ◇ピアノ 本間 貴広 
 

    あすという日が 
    作詩：山本瓔子／作曲：八木澤教司 

    瑠璃色の地球 
    作詩：松本 隆／作曲：平井夏美／編曲：加藤昌則 
 

     ■練習会場：まや幼稚園 

     ■練習日時：日曜日 14:00～16:00 
 

19 小樽混声合唱団(28名) 
 ◇指揮 川越 好晴 ◇ピアノ 上田 弥美 
 

    「メリー・ポピンズ」より 

    チム・チム・チェリー 
  訳詞：あらかはひろし／作曲：Robert Sherman 
    「美女と野獣」より 

  愛の芽生え 
  訳詞：湯川れい子／作曲：Alan Menkeｎ 
    「シンデレラ」より 

  ビビディ・バビディ・ブー 
  訳詞：音羽たかし／作曲：Mack David & Al Hoffman 

 

     ■練習会場：稲穂小学校 

     ■練習日時：毎週水曜日 18:30～20:30 


