
こんにちは。私たちのファーストコンサートにお越し下さり、ありがとうございます。
本日のメニューは、

オードブル j‖ 島の豊かなキャラクターたちが歌うプレリュード
メイン  音を楽しむ時間と空間
デセール  いい日旅立ち～ハイドランジェ添え～

ご一緒に、噛みしめつつ味わつて頂ければ幸いです。    指揮 :松崎ささら
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栄えあれキャムブリア (ウエーjレス
゛

ああフィリスひとりだけ

来たれ、あまき恋
にわのことりが (マサ―゙・グース)

うつくしいのはげつようびのこども

翡ROGRAM

(マサ―゙・ク―゙ス)

ウェールズ民謡  林光/編  岩田宏/訳

」 ファーマー (1570-1601)/曲

」ダウランド (1563-1626)/曲

谷川俊太郎/詩  青島広志/曲
谷川俊太郎/詩  林光/曲

立原道造/詩  木下牧子/曲

高田敏子/詩  信長貴富/曲

みなづきみのり/詩  瑞慶覧尚子/曲

西尾祥子/詩  尾形敏幸/曲

池澤夏樹/詩  池辺晋―郎/曲

… … …

 1卜 薦 東  
― ― ―

イギリスヘの旅

会場のみなさまと歌いましょう「幸せなら手をたたこう」

0ハマースタインⅡ/詩  Rロ ジャーズ/曲

RMシャーマン &RBシ ャーマン/詩・曲  高沢明/訳

Rギルバー ト/詩   Aウルベル/曲  Mハ フ/編

覚和歌子/詩  木村弓/曲   若林千春/編

谷川俊太郎/詩  高井達雄/曲   信長貴富/編

4   歌う喜び、これからも

蚊
ライオンは寝ている

想い出のグリーングラス

いい日旅立ち
コーラスかあさん

Sチ ャットマン/曲

Sリ ンダ/曲

山上路夫/詩  プットマン/曲 福井利雄/編

谷村新司/詩・曲  西脇久夫/編

新崎恵子/詩  瑞慶覧尚子/曲
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あの頃からいつもそこに音楽が

エーデルワイス (サウント・゙オブ・ミューゾック)
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ジッパ ロディー・ ドゥロダー (南部の唄)

いつも何度でも (千 と千尋の神隠し)

鉄腕ア トム (鉄腕アトム)



ハイドランジェメンバーがヲログラムを紹介します
1イギリスヘの旅

栄えあれキャムブリア

この曲を初めて回ずさんだ時、なんと美しい日本語だろう、そして国歌や校歌を思わせる格調高いメロ

ディーなんだろうと思いました。詩の美しさに魅了され、暗譜もすんなりできました。 ≪ソプラノ 中里≫

ああフィリスひとりだけ
15世紀、英のジョン・ファーマー作の四声曲です。この時代、この歌はどんな雰囲気で歌われていたので

しょう。羊飼いの恋人が行方不明になり探し歩いたがなかなか行方はわからない。―さて結末は…・。
≪アルト 鴨下≫

来たれ、あまき恋
メンバー選曲の残りくじが、何とアカペラの「来たれ、あまき恋」COME AGEIN SWEEttLOVEでした。先生の

指導は、内面的な喜びを !感性を込めて !ため息を !でした。歌つているうちに涙がこばれました !さて、
本番はどうなるか?                             ≪バス 大森≫

にわのことりが

イギリスの伝承童謡マザーグースは、日本のわらべ歌のようなものです。「二羽の小鳥が飛んで行つてし

まった、帰つてこい」というお話です。こんな簡単な話でも、軽快なリズムとハーモニーでほのばのと心が

癒されます。

うつくしいのはげつようびのこども

≪ソプラノ 中村≫

皆さんはマザーグースをご存知でしょうか?マザーグースは18世紀に出版された童謡集です。その中か

らこちらの曲を演奏します。何曜日にどんな子供が登場するのか耳を澄ませてお聴き下さい。
≪アルトノ1ヽ谷野≫

2旅 の途で (日 本の作 曲家一品)

夢みたものは,¨

作詩の立原道造は昭和 1 の前年に書いたこの

な切なる願いだつたの 作曲家で、歌つてしヾ

が目に浮かぶよう

夕焼け

夕焼けは、刻々と

ます。この歌には:

すように。

あなたとわたし

を見上げれば、心が

未来への道のりが
≪ テ

“あなたと私は 二人
じ想う、温かさと優しさ

道
「青春時代の真ん中は

その私達から、
れな応

夢をみました。 :い夢。そ

して早く終わって欲しい夢も。

そお、私は夢売り。

しヽのはどんな夢?

;う

か?作曲の木下牧子さんは

変わり美しくも荘厳です。一日の終りに澄 かに4

あります。世界が平和なら夕焼けはばら色

つ 離れてうまれて 無事に出あえた"と この詩は、人を感

あふれています。透き通つたピアノと いを伝えたいと思います
≪ソプラノ 松野≫

いるばかり」と歌つてきた私達も、酸いも甘いも経験して熟年世代 |

てまだまだこれからと思つている私達自身にも贈りたい、ちよつとお
≪ソプラノ

肱得ない出来事、時IF

≪テノール 中里≫

ロヽ



3あ の頃からいつもそこに音楽が

エーデルワイス
この曲は、サウンドロオブ・ミュージックの中の一曲です。心を開ざしていた子供達が、歌により心を開き、一

家がまとまり、幸せな世界へと歌いながら旅立つ !歌というものの魅力、素晴しさを感じます。
≪メッツォ 谷澤≫

スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシヤス
1964年の映画「メリーロポピンズ」の劇中、アニメーション場面で登場する「魔法の言葉」です。歌えば不思

議 l自 然にからだが動き出し、笑顔になつてしまいます。 ≪メッツォ 馬橋≫

ジッパ・ディー・ドゥロダー
1946年公開のディズニー映画「南部の唄」挿入歌で、アカデミー歌曲賞に輝くディズニーを代表する名曲で

す。冒頭はささら先生の美声ソロで始まり、合唱はスウィングやワルツを歌い分けます。どうぞお楽しみに。
≪バス 宍戸≫

いつも何度でも
この曲は宮崎駿さんの映画「千と千尋の神隠し」の主題歌になつたことで有名です。作詞の覚和歌子さん

は、阪神淡路大震災の事を想い作られたそうです。何度聴いてもまた聴きたくなる曲。皆様の心に届きます
ように。

鉄腕アトム

≪ソプラノ 宮下≫

ずっと慣れ親しんできた「鉄腕アトム」の歌。「これ歌えるよ」。ところが楽譜を見てビックリ。「難しいね」。「簡
単には歌えない」。みんなの友だち鉄腕アトム。今でもアトム以上のロボットはいない。アトム大好きだよ。

≪ソプラノ 山口≫

4歌 う喜び、これからも

蚊   ‐■|

耳πで聞こえる蚊の琴音にいやな思いをした方もし―
)‐らつしやる|でし―ょうるこの歌はブーンでもなくズーでもなく

難しいで
―
す。が 四ヽ声がうまくかみ合うと、声をあ―げ笑えます:最後に蚊はどうな―るのかおたのしみに。

|‐| ._   |‐■             |                ‐
■  ≪ソプラノ 牛村≫

ライオンは寝|ている         .
平成

'2年

、ミユージカル「ライオンキング1に挑戦しました。その時歌つた曲の一つです:アフリカのジヤング

ルの
1中 で寝ているライオンを思い浮かべながらお聴きください。曲の最後にある息の合うたデュエットにも

ご‐注目ください8          ‐|                    ‐≪テノール 中村≫

想い出のグリーシグラス     ■

汽車から降りた自分を迎えてくれる故郷は、父母、恋人、懐かしい我が家の樫の木さtかし、それは夢だつ

た。目が覚めた死刑囚は:執行が明日に追っていた。遠く離れた私の故郷を想いながら、天国の夫と一緒
に歌います。                               ≪ソプラノ 蛯原≫

い.い 日旅立ち

谷村新司さんの詞は、曲を聞いただけで情景が目に浮かびます。私はこの歌が大好きです。人それぞれ

想いは違うけれど [懐かしさと哀愁を感じます。そして力強さも感じるのですt私は出会いとら、れあいを求

めて、このすばらしい歌を皆さんの元へ届けられるよう、精一杯歌いたいと思います6.≪メッツォ 中島≫

コーラスかあさん
この曲は、歌っていて楽しくなる曲です。コーラスの練習に出掛ける日のお母さんの|ウ キーウキした気分が良

‐

く分かり、思わず歌つていて笑顔になり、心が弾んでしまいます。皆さんも歌詞の内容を想い浮かべながら
で ノ`三′弓 ノ 午 喜Rゝガら´ 贄 昼 lス下 大|、どうぞお楽しみ下さい。

-t,,_,6-/ \ tu.tJ' J+t v ! u6v'6 7 o

≪ソプラノ 矢部≫



混声合唱団 コール・ハイ

ソプラノ

バ ス

111    11.11

燿1  11‐ i

テノール

・ ‐ ‐| |‐.■ ‐| ・ ■ ||‐|

本日は、コールロハイドランジェのファーストコンサート<いい日旅立ち>
にお越し下さりありがとうございます。夢を叶えるまでの道のりは長けれど、

その過程は宝物。入団8ヶ 月のメンバーから45年生までの、笑顔と緊張か

ら響く4ステージの親しみのある曲の数々を、ひとあし早いアジサイ色の

中でのひとときをお楽しみください。

実行委員長 大森朋子
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バス

蛯原恵津子

宮下文子

飯島弘子

大森朋子

鈴木恵壽

大森秋郎

牛村節子

松野才子

馬橋道子

鴨下静香

中里 昇

宍戸和雄

冨田記久子 中里芳子 中村雅美

矢部恵子 山口菊枝

河辺美智 中島幸江 谷澤秀子

小谷野和子 松崎 忍

中村幸―

利根川滋彦



毎週土曜日

13:30-15:30

川島町民会館

研修室にて

練習しています

こんにちは一

さあ、発声しましょう
いい天気 ♪

休憩中、もぐも

<ハイドランジェメンバーが指導者を紹介します>
指揮 :松崎ささら 岡部申之 ピアノ:渋井慶子

指揮:松崎ささら

ささら先生は現在「東混」に所属し活躍中です。当合唱団の指導者としてお迎えし、当初から明るい笑顔と

キュートなお人柄は誰からも愛され、信頼される先生です。経験豊かな先生の、歌に思いを込めて全身で

指揮をする姿に感銘致します。今回の演奏会でも演出に創意工夫が施され、先生の思いが詰まった内容
が随所に見られると思います。

指揮:岡部申之

≪アルト 松崎≫

東京混声合唱団にて長年にわたつて活躍され、現在も大観衆を魅了してしまうお声の持ち主。普段の練

習ではポイントを絞つて(きつと指示したいことはたくさんあるはず」なのだが細かいことには拘らず)わかり

やすく指導していただいています。とても気さくな先生で、豊富な経験に基づいたお話もたくさんあり毎回の

練習が楽しみです。今日は指揮だけでなく一緒に唱つてくださいます。美声も乞うご期待。
≪バス 利根川≫

ビアノ:渋井慶子

渋井先生は、初見でもすぐピアノ伴奏して下さいます。先生の奏でる美しいピアノの音色で、メンバーが心

をひとつにしてレッスンできる幸せをかみしめています。美しいハーモニーをめざしています。指導者の先
生が都合の悪い時は、歌の指導もして下さるスーパー先生です。いつも感謝の気持ちでいつぱいです。

≪メッツォ 飯島≫

ぐ
　
　
　
卜
■
■

サポートメンバー
野澤愛子 野澤美菜 松崎綾音
グリーンハーモニーかわじま
田口ゆき(プログラム制作)

小谷野直子 大森光代 飯島理則 鴨下一彦 鈴木恵一 大澤正親
コーラス・ドリーム

まずは体操

ワンロツーロスリーロフオー !

♪あ口なた・とわた・し・は一

いいねえ一


