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ダ点86腐A腰

全員合唱　　　　「阪南市の歌」

1　ハミング・バード

地上の星

「街角の歌たち」より

J OY

ヘッドライト・テールライト

2　プリムローズ

腱月夜

故　郷

見上げてごらん夜の星を

3　ビッツイカート

いつも何度でも

めぐる季節

花　火

4　貝掛中学校合唱部　＜賛助出演＞

もえる緑をこころに

瑠璃色の地球

指揮細川　　維　ピアノ　尾家　集子

中島みゆき　作詞・作曲

相田さち子作詞　小六示豊次郎作曲

中島みゆき　作詞・作曲　文屋知明編曲

指揮堀内恵利子　ピアノ　久岡由紀子

高野辰之作詞　岡野上㌢一一作曲　いとうたっこ編曲

高野辰之作詞　岡野貞一一作曲　いとうたっこ　編曲

永　六輔作詞　いずみたく　作曲　源田俊一郎編曲

指揮宮本佳代子　ピアノ　松平　　幹

覚和歌子作詞　木村弓作曲

吉元　由美作詞　久石譲作曲　柳谷清遺編曲

海野洋司作詞　ドビュッシー作曲　南安雄編曲

指揮
石郷岡寛子　ピアノ　斎藤さつき

伊藤友美子

閑根葉　一作詞　木F牧子作曲

松本降作詞　平井夏美作曲　白石哲也編曲

5　混声合唱団コールアドバンス

指挿辻　　直子　ピアノ　松平　　幹

懐しの我がケンタッキーの家　　　　　津川主一一一訳詞　フォスター作曲　岩河二郎編曲

夢路より

川の流れのように

6　七夕合唱団（臨時市民合唱団）

旅　愁

知床旅情

☆みんなで歌いましょう

津川　主一訳詞　フォスター作曲　岩河三郎編曲

秋元康作詞　見岳章作曲

指揮辻　　直子　ピアノ　根来　祥子

大童球疾作詞　オードウェイ　作曲

森繁久弥作詞・作曲　庁島広志作曲

指導辻　　直子

休　　憩



7　身体障害者コーラス【楽唱会】

指揮三井　睦子　ピアノ　吉宮　雅子

ここに幸あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋掬太郎作詞　飯田三郎作曲

二人でお酒を　　　　　　　　　　　　　　　　山上路夫作詞　平尾昌晃作曲　島津秀雄編曲

ユーア一・マイ・サンシャイン　　　　　　　ジミー・デイビス＆チャールズ・ミッチェ／レ作詞・作曲

8　男声合唱団グリー・アドバンス

指揮辻　　直子

おゝ　スザンナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フォスター作曲　福永陽一郎編曲

オールド・ブラック・ジョー　　　　　　津川　主一訳詞　フォスター作曲　岩河三郎編曲

男声合唱組曲「柳河風俗詩」より

柳　河

9　貝掛混声合唱団

名づけられた菓

夕やけこやけ

大地の歌

北原　白秋詩　多田　武彦作曲

指揮市原　文子　ピアノ　山寺　敦子

新川　和江作詞　飯沼信義作曲

中村雨紅作詞　草川信作曲　寺島　尚彦編曲

谷川健作詞　熊谷賢一作曲

10　阪南市少年少女合唱団

指揮松井　妙子　ピアノ　根来　祥子

イッツ・ア・スモール・ワーソレド　　　若谷和子訳詞　RichardM．Sherman＆RobertB．Sherman作曲

青島　広志編曲

不思議の国のアリス　　　　　　　　　　香山美子訳詞　S肌my F血作曲　伊藤幹翁編曲

ス一一′もーカリフラジリスティックエクスビアリドーシャス　　　　　　高沢明訳詞　上明子編曲

RichaTdM．Sherman＆RobertB．Sherman作曲

11女声コーラス　しおさい

夕　顔

村の鍛冶屋

神々の詩

1210周年特別企画　合同合唱

大地讃頒

全員合唱

たなばたさま

指揮増田　愛子　ピアノ　三栖　香織

金子みすゞ　作詩　木下牧子作曲

文部省唱歌　小阪恵一編曲

崎山理縄文語　星吉昭作曲　大田桜子編曲

指揮宮本佳代子　ピアノ　松平　　幹

大木惇夫作詩　佐藤眞作曲



ごあいさつ　　阪南市合唱連絡協議会会長　妹尾正徳

本日は「七夕コンサート」にご来場下さいまして有り難うございます。“阪南市合唱フェスティバル・七夕コンサート”も記念すべき第10回を迎える

ことができました。これも阪南市及び市民各位のご支援の賜物と心より御礼申し
上げます。
思い起こせば第1匝lの「七夕コンサート」は平成5年7月4日でした。参加6

団体、小ホールでの船出でした。発足のご尽力を賜った故奥野先生のご遺徳に感
謝の念を捧げます。

第3回より舞台を大ホールに移し、変遷を重ねながら発展して参りました。
現在は幼小中の少年少女合唱団・中学合唱部・高校生を中心とした合唱団・視

ー′　■

攣磨

∴．
力障害団体・市民参加の合唱団、そして女声・男声・混声の合唱団と幅広い世代の万々が参加し、特色あ
る11合唱団で構成しております。

「七夕コンサート」は市民の合唱祭として皆様ご存じの曲等を演奏し、合唱に親しんで頂くことを目的
としております。今後とも温かいご声援を賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶といたします。

お祝いの言葉　　　　　阪南市長　岩室　敏和

阪南市合唱フェスティバル、第10回「七夕コンサート」開催おめでとうご
ざいます。衷心よりお祝い申し上げますとともに、これまでの関係各位のご尽
力に対し、深甚なる敬意を表します。
当初発足の労をとられた故奥野茂氏と親しくしていた関係で、第1回から拝

聴していますが、年々内容が充実し、近年は盛大このうえなしです。
ご承知のように「七夕」は五節句のひとつであり、天の川の両岸にあるけん

牛星と織女星が年に一度相会するという、7月7日の夜に星を祭る年中行事で
す。奈良時代から行われ、江戸時代には民間にも広がったようですが、このロ
マンティックな臼に、美しいもりだ＜さんの合唱が聴けることを今では、多く
の市民のみなさんが心待ちしています。

私は、地域文化の振興は「市民主導」で行っていただきたいと常に申し上げていますが、その典型がこ
の七夕コンサートです。
結びに、七夕コンサートのなお一層の発展と、構成されているそれぞれが特色ある11合唱団のさらな

るご活躍を祈念し、祝辞といたします。

指導者の解介

細川　維
ハミング・バード

、ii

三井睦子

楽唱会

′∵．．．享．すさ．

原　明美
ハミング・バード

騙融．
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市原文子
貝掛混声合唱団

堀内恵利子
プリムローズ

宮本佳代子　　　　　辻　直子

ビッツイカート　　コール　アドバンス

グリー・アドバンス

阪南市少年少女合唱団

■」▲
松井妙子　　　　　　増田愛子

阪南市少年少女合唱団　女声コーラスしおさい



プ田フィール

ハミング・バード
西鳥取公民館クラブとして、2000年12月に発足しま

した。友が友を呼んで、30人のかしましファミリーに成長し

ました。昨年10月には、未熟ながら第1回定期演奏会を経験
させて頂きました。そしてこの度、記念すべき10周年もタコ

ンサートに皆様とこ一緒できる事を心から嬉しく思っていま

す。いつも私たらを大きく優しく包んで下さる細川維先生、原
・尾家両先生に感謝しつつ、今日は心を合わせて歌いたいと思

います。

プリムローズ
楽しいおしゃべりと素敵な笑顔で指導して下さるとてもチ

ャーミングな堀内先生、いつも素晴らしいピアノ伴奏で私たち

を支えて下さる久岡先生。このお二人の先生のご指導の下、一

つ一つは決して大きくはないけれど、小さな花々がたくさん寄

り添って咲く桜草（プリムローズ）のようなハーモニーの美し
さ、歌う喜びを求め、毎週木曜日、乗鳥取公民館で練習してい

ます。

ビッツイカート
私達ビッツイカートは、尾崎公民館に1985年に講座と

して開設され、同年8月にクラブとして発足して現在に至って

います。練習日は毎週金曜日午後1時30分から行っています。

素晴らしい歌声の指導者宮本先生と素敵な音色を奏でて下さる
ピアノ伴奏の松平先生の下で、クラブ員一同和気語々と練習を

楽しみ乍ら、一生懸命励んでいます。一人でも多くの万に参加

して頂いて、歌う事の楽しさを共に味わってみられません机

貝掛中学校合唱部
僕たら合唱部は、体育会系と言われるほど練習の多いクラブ

です。普段は発声や歌の練習などですが休みの日などは筋トレ

もしています。去年では、NHKコンクールで銀賞、大阪府合

唱コンクールで金賞、関西合唱コンクールで銀賞、MBSコン

クール西日本大会で優秀賞でした。今年もコンクールやステー

ジでがんばりたいと思います。

混声合唱団コールアドバンス
阪南市に混声合唱団を創りたいと有志が集い、昭和63年故

奥野茂先生をお招きして結成しました。平成9年より指揮者辻

直子先生・ヒアノ松平幹先生のご指導となり、七夕コンサート

をメインとして、年間4回程の演奏活動を行っています。レッ

スンでは合唱の正しい発声を基本としています。毎年の七夕コ

ンサートでは楽しい曲を演奏していますが、記念すべき第10

回のステージでどこまで歌唱できるか、35名団員の課題であ

り目標です。

七夕合唱団（臨時市民合唱団）
「七夕コンサート」に市民参加の合唱ステージがあることを

知り応募しました。コーラスは大好きなのですが、合唱団に入

る時間がない私たらに「七夕コンサート」がその事を叶えて下

さいました。「合唱の輪を広げよう！」と市民に呼びかけられ、

七夕飾りのステージで年1回再会する「七夕合唱団」。大ホー
ルで歌う楽しさに参加者も年々多くなりました。私も3回目で

す。午前中1回のレッスンですが、全員楽しく歌いたいと思い
ます。

十㌦隼‡∴



身体障害者コーラス【楽唱会】
楽唱会は西鳥取公民館の事業として障害者とボランティアが

歌を通じて理解し楽しく学んでいる会です。「おはよう」と声

を掛け合い、時には視力に障害のあることを忘れて御無沙汰を

笑いながら練習に入ります。発足以来9年、いろんな会に参加

して社会参加、自立を目指し市民の皆様に障害者に対する理解

を得られればと願っております。思いやりの気持ちを大切に共

に楽しく歌う喜びを感じて今後も助け合い学んでゆきたいと思

います。

男声合唱団グリー・アドバンス
阪南市の合唱大好きおじさん達が、男声四部の魅力にひかれ

「男声合唱団」を結成してしまいました。スタートからアカペ

ラ挑戦でしたので全員必死の特訓でした。結団から3年、まだ

まだ未熟ですが、各パートがお互いに「四重唱」の響きを確認

しながら合唱できる迄になりました。「七夕コンサート」は2

回目の出場です。本日のステージで「男声合唱」の魅力を感じ

て頂けましたら是非ご一緒に歌って下さい。ご参加をお待ちし

ています。

貝掛混声合唱団
皆さん、初めまして。今年4月に紹成した貝掛混声合唱団で

す。団員の多くは中学生の時、このコンサートにも出演させて

いただきました。現在、中・高生を中心とした若さあふれるメ

ンバーで活動しています。ともに歌った思い出をかみしめ、新

たな仲間達と歌っていく喜びを感じながら、日々練習していま

す。今田はこのメンバーの第一歩を記すべく、精一杯歌います。

どうぞお聴き下さい。

阪南市少年少女合唱団
私達阪南市少年少女合唱団は今年で5歳になります。昨年は

大阪府合唱祭、市政10周年記念式典やATCでのイベントで

歌うなど15回の演奏会をこなしました。そして3月には日中

友好協会の10周年事業として中国蘇州市の小学校と交流演奏

会を行いました。初めての海外演奏でたくさんのことを学ぶこ

とができました。8月25田（日）午後2時開演で第4回定期

演奏会をサラダホールで開催します。皆さんぜひこ来場下さい。

お待ちしています。

女声コーラス　しおさい
私達「女声コーラスしおさい」は小学校PTAコーラスから

独立、結成13年になります。練習は、金曜巳の午前中にして
おります。今年は、「七夕コンサート・10歳の誕生日」、大変

嬉しく思っております。これまでに沢山の曲に挑戦してきまし

た。年甲斐？もなく振り付けも加え、リズムに乗れなく苦労し
た年もあったり…思い出いっぱいのコンサートです。さらなる

発展を心より祈っております。

忘蹴甜



私たちは「七タコンサー �6s��0周年」をお祝いし今後「層のご発展 �/�ｯｩ�(+X-ﾈ+r�

〔ご協賛ご芳名〕

㈱青木松風庵　　青木啓一　　92－2525

荒子徹保険事務所　　荒手　織　　7ト9166

隋）いしばし学生服店　　石橋　登　　73－1484

イズミ総合システム㈱　　安田五I兵籍　　72－0713

㈱　ウ　エ　ム　ラ　　上村一弘　　92－2219

お好みハウスK　　紙田恵子　　72－6640

大阪大栄旅行（オークワ）前田栄次　　73－0700

尾崎スイミングスクール

カミタ総合設備㈱

寿司・讃王か　ぷ　ら

隋）真　田　商　店

喫茶ク　ロ　ンポ

坂口ドレスメーカー学院

シ　ェ　ルプール

島　津　仏　壇　店

7ティブタ　セクション

7Iトワークス　テラ

保険評論家（生親御

㈱　　　宝　　　石

ちびっこラン用嬬別柑

㈱　ツ　オ　ー　ン

辻　ピア　ノ　教室

福岡久一　　7ト1188

舐田久光　　71－2234

楠本義士　　73－3666

真田宇吉　　72－0348

辻本京子　　71－5526

坂口ミチ子　　72－0740

見本栄次　　73－0974

嶋津克彦　　72－2329

川崎雅一　　72－4560

木寺良三072－294－8545

妹尾正徳　　72－1095

石田正弘　　92－2076

中島一晃　　73－1739

紺＝哀羊－　　72－4101

辻　　直子　　85－1515

辻　　寿久　　85－1515

訪問介ま（F南市商工会館2F）

阪南ライフサポート　田脇光洋　　7ト6861

ナカ　イ　製菓㈱

中　筋　医　院

㈱中村工務店

名　倉　商　店

阪　南　防　災　㈲

不動産崎山㈲

藤井書の教室

藤井ピアノ教室

古　家　外　科

古　家　鍼　灸　院

古家歯科医院

中井富雄　　71－5291

中筋拓哉　　72－0213

中村　洋　　72－5021

名倉基夫　　72－0541

中村能治　　72－4569

崎山雅士　　72－6662

藤井龍幹　　72－1414

松平　　幹　　72－1414

古家定推　　72－0675

古家　　卓　　72－0182

古家　　亨　　71－8241

FLO忙RS SHOP．さ、じき　藤木博史

ぺ7トシ】プベガス（トクワ）眞固洋一

三井建築設計事務所　三井敏行

三善77イJトテ7ク㈱　　藤井康雄

ヨ三・寿司山　　　吉　　山本吉広

横　田　水　産　　横田忠哉

㈲ヨシモト美容室

ヨ　ネハラ装飾　　米原武雄

ライスビアなんそう　南　秀樹

7ト8787

72－3435

73－1168

76－5716

71－8881

72－6136

72－1496

76－2600

72－0773

と　　　ぐ　　ち　　戸口　　哲　鮎72－0733

文具71－0333

匿　　名　　　　　　　ご1名

ヤマハ青葉教室

㈱服部楽器尾崎店　　田中　統　　7卜2118



（プログラム順）
＊ご一緒にハーモニーを楽しみませんか

七夕コンサート参加団体 倡x����;������"�練　習　会　場 �ｸ���������?ｨ����鰾�連　絡　先 

ハミング・バード 俤y�ﾈ����佐�西　鳥　取 ���懆-ﾈ+ﾘ,ﾘｾ��"�古家　弘恵 
原　　明美 佰h��j���ｭ��AM9：00～12：00 �Cs��ﾃ#ツ"�

プリムローズ 冏�>�ﾆ)y育��乗　鳥　取 ���m��"�長谷部幸子 
公　民　会宮 ��ﾖﾈ�c���ﾈ�#8�c3��℡76－2551 

ビッツイカート 亶ｹgｸ���8���尾　　　　崎 ���ｾ��"�橋本　文子 
公　民　館 ��ﾖﾈ�c3����℡71－4395 

貝掛中学校合唱部 傴ﾉgｸ��毎���貝掛中学校 第2音楽室 兩ｨ��攤��ﾎ2�松本栄子 ℡76－1156（貝掛中） 

混声合唱団 �-(����+ﾈ���カミタビル ���7��"�紙田　久光 

コール　アドバンス 剩�ﾖﾄ��c���ﾈ�#�(�c���℡85－1253 

身体障害者コーラス 倅�H��g(���西　鳥　取 �����S(�S8���X�"�島村　冬子 

【楽　唱　会】 剏�@民　館 ��ﾖﾄ��c���ﾈ�#���c3��℡73－1265 

男声合唱団 �-(������+ﾈ���力≡タビル ���(�SHｾ��"�妹尾　正徳 

グリー・アドバンス 剳�ﾓx�c3��ﾈ�#��c���℡72－1095 

貝掛混声合唱団 倡8ﾋH��[h���尾　　　　崎 ���7��"�市原　文子 
公　民　館 ��ﾖﾈ�c���ﾈ�#H�c3��℡73－2149 

阪南而少年少女合唱団 �-(����+ﾈ���乗　鳥　取 ���ｾ��%�ﾓX�c����h�c3��辻　　　直子 
松井　妙子 佰h��j���ｭ��〈1・3日〉PM4：00～6：00 �Cス�ﾃ�S�R�

女声コーラス ��ﾙ68��芥���尾　　　　崎 ���ｾ��"�鎌原音美子 

し　お　さ　い 剏�@民　館 ��ﾖﾄ��c���ﾈ�#�(�c���℡7ト0203 

阪南而合唱連絡協議会　事務局　藤井龍幹　℡72－1414
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