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２．弥生奏幻舎“ Ｒ
あ～る

” (札幌市 12名)  

◇指揮  松岡 直記  

混声合唱の為の「我友（わがとも）」 

與謝野晶子 作詩／平井和音 作曲 

 《2013年 弥生奏幻舎“Ｒ”委嘱作品》 

JUBIABÁ (大祭司ジュビアバ) 

Carlos Alberto Pinto Fonseca作曲 

STARS (星の空) 

Sara Teasdale作詩／Ēriks Ešenvalds作曲 

 

    

弥生奏幻舎“Ｒ”は少人数ならではのフレキシブルなアンサ

ンブルを目指して1996年3月に札幌で旗揚げした混声合唱団

です。ルネサンス期の古典からパフォーマンスを伴う現代技

巧派まで、洋邦問わず「イケてる」曲を「カッコよく」歌うべく、

日々精進しています。「雪あかりの路交流コンサート」には3回

目の出演となります。本日はタイプも国籍も異なる3曲の魅力

的な合唱曲をお届けします。 

 

【演奏曲について】 

①昨年11月に開催された「コロ・フェスタ2013in小樽」への出

演を機に委嘱した作品。声を合わせ歌う歓びと慰めをストレ

ートに綴った與謝野晶子の詩は、当舎指揮者が数年前から

合唱曲化を構想していたものです。 無伴奏合唱曲はこれが

初となる新進作曲家により、重層的なヴォカリーズの中に詩の

叙情が浮かび上がる合唱頌歌が生まれました。  

②刺激的なブラジル現代作品。曲の題材になっているのは、

ブラジル土着宗教「マクンバ」の呪いの儀式（！）であり、全体

を土俗的な雰囲気が支配します。第１曲「我友」のオーソドッ

クスな合唱の魅力と180度違った、熱っぽくハードコア（？）な

異色の合唱をお楽しみください。  

③ラトビアの若手作曲家の作品。不協和音を多用する混声八

部合唱と６パートのグラスハープ（薄手のグラスの縁を濡らし

た指で擦ることで澄んだ持続音を発生させる）により、幻想的

で陶然としたサウンドが一杯に広がる様は、まさに満天の星

空のようです。恐らく、この演奏が日本での初演となります。 

 

【指揮者】松岡 直記 

 1971年岩手県生まれ。弥生奏幻舎“Ｒ”を拠点に、道内外の

各種合唱イベントでの指揮・指導、一般合唱団や中学・高校

合唱部のレッスン、地区合唱連盟等主催による講習会講師な

どの活動を行う。21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽

樹」会員。 

３．小樽商科大学グリークラブＯＢ会  

(札幌市 18名) 

◇指揮 佐野 衛 ◇ピアノ 佐藤千春 

男声合唱とピアノのための「新しい歌」より  

うたをうたうとき         まど・みちお 作詩／信長貴富 作曲 

きみ歌えよ            谷川俊太郎 作詩／信長貴富 作曲 

川崎洋の詩による五つの男声合唱曲「やさしい魚」より 

天使             川崎 洋 作詞／新実徳英 作曲 

鳥が              川崎 洋 作詞／新実徳英 作曲 

 

 

 

大正９年創部の小樽高等商業学校音楽部を前身とする小

樽商科大学グリークラブのＯＢにより結成された合唱団です。 

ＯＢ会の合唱活動としては、従来は母校の各行事で校歌や学

園歌を演奏したり、現役の定期演奏会に賛助出演するなどで

したが、平成１６年開催の北海道４大学ＯＢグリーフェスティバ

ル参加出演を契機にＯＢ会合唱団として本格的に合唱活動を

開始しました。 

その後、北海道男声合唱祭や小樽、札幌の市民合唱祭など

にも参加、平成２０年には東京はじめ全国各地から総勢８０名

のＯＢが参加して念願の創部９０周年記念演奏会を札幌で単

独開催しました。 

さらに、平成２３年には大学創立１００周年を記念して、地元小

樽にてＯＢ演奏会を単独開催しました。 

現在は、来年の創部９５周年記念演奏会開催に向け準備を進

めておりますが、我がＯＢ会も高齢化が進んでおり、来年の記

念演奏会を契機に若いＯＢ会員の参加を期待しているところ

であります。 

本日は、現在練習中の曲を単独演奏で、また男声合同合唱で

は商大グリーの愛唱歌とも言える小樽ゆかりの「雪明りの路」の

演奏に参加させていただき、地元でステージに立つ喜びをか

み締めて演奏したいと思います。 

 

＊指揮者：佐野 衛 

小樽商科大学商学部商業学科卒業。在学時グリークラブ正・

副指揮者として活躍。 

現在、グリークラブＯＢ会指揮者のほか、混声合唱団ア・ラ・カ

ルト団員。 

＊ピアノ：佐藤 千春 

北海道教育大学札幌分校特設音楽科卒業。実藤千恵子、坂

本慶子の各氏に師事。 

メロスの会会員。現在ピアノ講師。 

女声コーラス「西野フリーデ」専属伴奏者。 
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４．CHOER JEUNESSE (クール・ジュネス)  

(旭川市 24名) 

◇指揮 児玉かおり ◇ピアノ 千葉 皓司 

寺山修司の詩による６つのうた「思い出すために」より  

ぼくが死んでも            寺山修司 作詩／信長貴富 作曲 

混声合唱組曲「春のために」より 

時間                 大岡 信 作詩／信長貴富 作曲 

生きる理由 <混声版初演>   新川和江 作詩／信長貴富 作曲 
 

 

本日は，「クール・ジュネス」結成 10周年記念委嘱作品 

「生きる理由」（混声版）を演奏させていただきます。 

初演に際しまして，作曲者である信長貴富先生よりメッセージ

をいただいています。 

 

■～「生きる理由」作曲者より～ 

この曲は2010年に千葉県の磯辺女声コーラス（指揮＝清水

雅彦）のために女声合唱曲として作曲されたものです。 

その翌年には独唱版が発表されました。今回初演となる混

声版は 3バージョン目ということになります。 

女声版初演のプログラムノートで私は次のようなことを書き

ました。──生きることに理由があるのかと問われれば，言葉

に詰まります。しかしながら，“歌うこと”を手に入れた私たち

は，その行為によって，いま生きていること，生きている喜び，

生き続けていく決意を表現し，共有することができます── 

作曲・編曲という作業は孤独なものですが，楽譜を受け取って

音にしてくださるChoeur Jeunesseの皆さんと，音楽を介して共

に生きていることを感じています。混声版編曲をご提案くださ

った児玉かおり先生，ピアノの千葉皓司さん，Choeur Jeunesse

の皆さん，どうぞよろしくお願いします！        【信長貴富】                        

 

◆指揮：児玉かおり 

北海道教育大学旭川分校中学校教員養成課程(音楽)卒

業。現在，クール・ジュネス，旭川混声合唱団，コーラスこだま

を指導・指揮。クール・ジュネスでは，平成21年度と23年度の

北海道合唱コンクールで金賞(朝日杯)を受賞している。旭川

市立北星中学校教諭・同校合唱部顧問。 

◆ピアノ：千葉 皓司 

北海道教育大学，同大学大学院修士課程修了。第８回中

田喜直記念コンクールにてピアノ伴奏賞，平成21年度札幌市

民芸術祭新人演奏会にて市民芸術祭奨励賞を受賞。現在，

フランス・パリ・エコール・ノルマル音楽院に在学中。室内楽や

伴奏を中心に活動しており，今後， フランス国内はもとより，

ドイツやイタリアでの演奏も予定されている。 

５．Le Camarade (ル・キャマラード)  

(札幌市 24名) 

◇指揮 市川 大貴 ◇ピアノ 豊田 早苗 

―ピアノのための無窮連祷による―生きる 

  谷川俊太郎 作詞 ／三善晃 作曲 

別れの歌 

サトウハチロー 作詞／中田喜直 作曲／信長貴富 編曲 

 

 
 

こんにちは！ そして初めまして！ Le Camarade です。私

たちは、昨年10月に札幌で行われた秋の市民合唱祭で三善

晃先生作曲の｢生きる｣を演奏した仲間が中心となって集まっ

た団体です。｢Camarade｣ はフランス語であり、日本語で｢仲

間｣を意味します。合唱歴や歌ってきた場所の異なる人たちが

集まり｢仲間｣として音楽をつくっていく･･････。そんな素敵な瞬

間がこれからもたくさんあることを願っております。今回は秋の

市民合唱祭で演奏した｢生きる｣の他に、1972年、札幌オリンピ

ックの閉会式の際に演奏された｢別れの歌｣にも取り組みまし

た。とてもきれいな編曲で、後半に感動的なソロもあります。2

曲続けてお聞きください。 

 

◆指揮：市川 大貴 

北海道教育大学教職大学院在学の１年生。中学時代から

合唱の魅力に取り憑かれ、以来一度も合唱の世界から離れる

ことなく過ごす。高校時代に学生指揮者を経験。自分のことを

いつも支えてくれた団員みんなの輝きとお客様の温かい拍手

に、振った自分が感動してしまい、音楽づくりの素晴らしさに

目覚める。大学の学部時代には、団員みんなと試行錯誤しな

がらステージをつくり上げていく中で、大学の講義以上に多く

のことを学ばされる。そして現在に至る。 

 

◆ピアノ：豊田 早苗 

桐朋学園大学音楽学部演奏学科卒業後は大阪・相愛大学

音楽教室講師として20年間勤務。FM 放送、管弦楽器伴奏、

室内楽などで活動していたが、2001年より札幌在住。現在は

北海道大学合唱団や女声合唱団ピッコロ・ヴェルデなどで伴

奏ピアニストとして活動。北海道大学合唱団は2012年に全国

大会金賞、ピッコロ・ヴェルデは札幌市民芸術祭奨励賞を受

賞。ピアノを片岡みどり、松浦豊明、小林仁、北村陽子の諸氏

に、チェンバロを鍋島元子氏、室内楽・伴奏法を岩崎淑氏に

師事。 
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７．男声合同合唱 (50名) 

◇指揮 上田 哲 

男声合唱組曲「雪明りの路」 

伊藤 整 作詩／多田 武彦 作曲 

Ⅰ.春を待つ Ⅱ.梅ちゃん Ⅲ.月夜を歩く 

Ⅳ.白い障子 Ⅴ.夜まわり Ⅵ.雪夜 

 

◆指揮：上田 哲（うえだあきら） 

北海道教育大学札幌校芸術文化課程音楽コース声楽科卒

業。 これまでにオペラではモーツアルト「フィガロの結婚」フィ

ガロ、プッチーニ「ラ・ボエーム」ショナール、プーランク「カル

メル会修道女の対話」革命士官などを演じる。札幌ルネッサン

スホテル・ラウンジコンサート、札幌市役所ロビーコンサート、

KITARAウインターコンサートなどに出演。札幌市民芸術祭新

人音楽会に出演。合唱指導者としては札幌を中心に多くの合

唱団を指導し、さらに活動の幅を広げている。 これまで声楽

を、田中則子、野田廣志、平野則子、則竹正人、岡崎正治、

故G・チャンネッラ 各氏に師事。現在、旭山コールハミング、

インナーホイルクラブコーラス同好会、コールひまわり各指揮

者。男声合唱団ススキーノ、混声合唱団響友会各副指揮者 

男声声楽団体Belcanto Kanon 芸術集団ラクリモ座各メンバー 

 

 

８．混声合同合唱 (65名) 

◇指揮 中村 浩 ◇ピアノ 佐々本朱希子 

混声合唱とピアノのための「くちびるに歌を」より  くちびるに歌を 

ツェーザー・フライシュレン作詩／信長貴富 訳・歌詞構成・作曲 

 

◆指揮：中村 浩 

 神戸商科大学経営学科卒業、在学時グリークラブ指揮者。 

小樽合唱連盟理事長・北海道副支部長を歴任し、現在全日本

合唱連盟常務理事。小樽市役所グリークラブ正指揮者。21世

紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」会員。            

◆ピアノ：佐々本朱希子(ささもとあきこ) 

 札幌市出身。北星学園女子高等学校音楽科卒業。札幌大

谷短期大学音楽科ピアノコース卒業。卒業後は団体職員の傍

ら、男声合唱団の専属ピアニストとして活動。社会人経験の

後、渡欧。ポーランド国立フレデリック・ショパン音楽大学研究

課程修了。2006年「ロシア・ノボシビルスク（札幌姉妹都市）訪

問友好男声合唱団」の伴奏者として参加。「リゾートセミナーin

トマム」、「リスト音楽院セミナー（札幌）」、「武蔵野音楽大学イ

ンターナショナルサマースクール イン トウキョウ」等の様々な

セミナー及び公開レッスン等を受講し研鑽を積む。 

また、2001～2003年札幌コンサートホール主催「オルガンス

クール（パイプオルガン）」を受講。 

Sapporo Organ Academy、ハイメスアーチスト各会員。 

 

６．潮陵杉本倶楽部 (小樽市 41名) 

◇指揮 杉本守正 ◇ピアノ 藤岡 旬 

よろこびの歌      近江 靖子 作詩／湯山 昭 作曲 

Swing low，sweet chariot                 黒人霊歌 

十二狩人          野上 彰 訳詞／林 光 作曲 

混声合唱組曲『筑後川』より 

河口            丸山 豊 作詩／團 伊玖磨 作曲 

 

 

 

「潮陵杉本倶楽部」は、北海道小樽潮陵高校音楽部の OB・

OG を中心に、ご指導を受けた杉本守正先生を常任指揮者に

お迎えした混声合唱団です。 

元々は、平成１３年に現役生徒の第５０回という定期演奏会

の節目を記念して行った、現役生徒とOB・OGとの合同ステー

ジの指揮を杉本先生にお願いしたことがきっかけでした。一時

期、部員数がわずか１０数名となり、潮陵高校音楽部の存続が

危惧されました。多い人数での合唱の楽しさを現役生徒に知

ってもらい、再び大人数の合唱団になってもらいたい、そのよ

うな思いで合同ステージに多くのOB・OGが集いました。 

現役生徒と一緒に杉本先生の指揮で歌うと、高校時代の自

分たちの定期演奏会のことがよみがえりました。緞帳（どんちょ

う）が下がったままの状態で潮陵高校校歌をユニゾン（全員で

同じメロディー）で歌い始め、２番目の歌詞でハーモニーに入

ったところで緞帳が開き、会場内に校歌が響き渡るオープニ

ング。ステージが進み、アンコールの最後は『潮音（しおの

ね）』。曲の終盤“遠く聞こゆる 春の潮音”で緞帳が降りてく

る。ヨシ！今度は、高校時代に戻って自分たちの定期演奏会

を再現しよう！ 

そうして、平成１６年の「雪あかりの路」の最後の土曜日に、

「杉本先生 還暦コンサート」を開催。自己満足のために開催

した演奏会でしたが、歌った自分たちの感動が聴衆の皆さん

にも伝わり、文字どおり会場が一体となったコンサートとなりま

した。また、市外から参加してくれた仲間にも「雪あかりの路」

を楽しんでもらいました。 

その後、平成２２年の「雪あかりの路」期間中に、“あの感動

を再び！”という想いを胸に『潮陵杉本倶楽部ファーストコンサ

ート』を開催。杉本先生を慕う仲間が合唱と「雪あかりの路」を

堪能しました。 

今回は、４年ぶりに現役生徒７名とともに愛唱曲を歌います。 
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ごあいさつ 

雪あかりの路交流コンサート実行委員会 中村 浩  

 

小樽では2005年から毎年２月に、郷土が生んだ叙情詩人伊

藤整の処女詩集「雪明りの路」をテーマとした冬祭りに合わせ

て、男声合唱等によるコンサートを続けて参りましたが、2011

年、その企画構成に新しい展開が求められ、横山直樹先生が

発案された「交流コンサート」を雪あかりの路でという試みで、

道内の男声・女声・混声８団体の交流が実現しました。 

翌2012年は、仙台の男声合唱団オッチェンコールをお迎え

して継続。2013年11月には、合唱人集団「音楽樹」が主催する

全国規模の合唱のおまつり「コロ・フェスタ」を満席の小樽市民

会館で開催し、「聴き合い・認め合い・交流する」というコンセ

プトの素晴らしさを再認識することができました。 

 

今年は、常連３団体に加えて、初出場の３団体をお迎えし、 

作曲家との出会いによる本邦初演の作品も楽しみです。 

このコンサートの定番である男声合同の「雪明りの路」は、

札幌在住の若手指揮者上田哲先生と小樽商大グリーＯＢと市

役所グリーを中心とする50人が新たな気持ちで取り組みます。 

そして、混声合同は、信長貴富先生の話題作「くちびるに歌

を」を高らかに歌い上げたいと思います。 

御来聴の皆様には、団員が聴き合うための出演者席を設け

たため、少し御不便をおかけするかもしれませんが、合唱の

交流を温かく見守っていただければ、幸いに存じます。 

 

2014 

雪あかりの路交流コンサート 

～聴き合い、認め合い、交流する～ 

 

 

■と き：2014 年2 月9 日(日)午後 2:30開演 

■ところ：小樽市民センター・マリンホール 

 

◆主催：雪あかりの路交流コンサート実行委員会 

◆後援：小樽市・小樽市教育委員会 

全日本合唱連盟北海道支部・日本男声合唱協会 

 

１．小樽市役所グリークラブ (小樽市 28名) 

◇指揮 中村 浩 

無伴奏男声合唱のための「優しき歌」より 

立原 道造 作詩／藤嶋 美穂 作曲 

Ⅱ.ひとり林に…… 

◇指揮 村上 学 

男声合唱組曲「東京景物詩」より 

北原 白秋 作詩／多田 武彦 作曲 

4.初秋の夜 

5.冬の夜の物語 

6.夜ふる雪 

 

 

 

こんにちは、小樽市役所グリークラブです。 

私たちのクラブは、生き生きとコーラスに励む元気な“おじさ

ん”の集まりです。昭和38年1月、「役所という職場は人の和が

一番大切なところであり、歌うことで仲間の輪を作り、少しでも

仕事にプラスにしていこう」と、19人のメンバーで北海道初の

職場男声合唱団として産声を上げ、昨年の１月に創立５０周年

を迎えました。 

 クラブ創立から20年間は、市民合唱祭や合唱コンクールへ

の参加など単独での演奏活動のみを行ってきていましたが、

昭和60年、札幌市の女声合唱団アンサンブル・パピヨンを小

樽にお迎えして、初めてのジョイントコンサートを開催しまし

た。その後、平成４年からは、ホクレングリーンコール（札幌

市）、大雪山麓男声合唱団（旭川市）との3団体によるジョイント

コンサート「グリー・フェスタ」を開催、昨年で16回目を迎えてい

ます。また、更なる『交流と挑戦』を目指して、平成22年には、

１月のオールドダックス（長崎県）、8月の「風」（兵庫県）、平成

24年2月には、いずみオッチェンコール（宮城県）との交流コン

サートを小樽で開催したほか、全日本男声合唱フェスティバル

には、北海道男声合唱団の構成メンバーとして宮崎・会津の

大会に参加しています。 

昨年も桂岡少年少女合唱団の記念演奏会への賛助出演を

はじめ、ＪＡＭＣＡ信州演奏会、コロ・フェスタ等にも参加するな

ど、道内外の合唱団との数多くの演奏会活動を通して、合唱と

いう縁で結ばれた絆を深めています。 

 本日は、小樽市在住の作曲家で、当クラブでもピアニストとし

て御協力いただいている藤嶋美穂さんの『優しき歌』より「ひと

り林に……」を中村浩の指揮で、そして、多田武彦作曲の男

声合唱組曲『東京景物詩』から３曲を、村上学の指揮で演奏さ

せていただきます。 


