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鎌倉含唱連盟の皆様
名誉理事長

児島百代

鎌倉含唱連盟の皆様、至 らぬ私を理
事長と して約 20年 間援 けていただき
ま してあ りがとうございま した 。1月
の連盟総会の 3寺 にご 75K認 いただ きま
したように、連盟の理事長を退任いた しま した 。
思えば 60年 前 (連 盟の出来る前 )市 民含唱祭に北鎌
倉女子学園 コーラス部を率いて参力□し、その 3年 後、前
理事長簑田良子先生が京浜女子大学 (現 鎌倉女子大学)
の指揮者と して鎌倉含唱連盟を倉」
立されたころは、私も
ロ
グ リア少年含唱団の代表と して関わつていま した 。後
日わか ったことなのですが、簑田先生が私の 42歳 年上

理事長 に就任 して
理事長

歩

ill二

します。"笞

2018年 6月 9日

佐藤ゆ り

児島百イ
t名 誉理事長の御勇退 に
ともない、今年度か ら私が鎌倉含唱
連盟理事長の任 に就 <こ とにな り
ま した。どうぞよろ し<お 願いいた

3か ら 20年 前、ご体調のす ぐれな <な つた故蓑 田良
子理事長が、後任の理事長を探 してい らっしゃ り、副理
事長であ った私 にご相談があ りま した 。私 は児島先生が
北鎌倉女子 学 園をご退職 にな った と聞いてお りま した
ので、「この方 をおいて他にはない」とお願い に伺いま
した 。児島先生は直 ぐにご 1央 諾 <だ さ り、蓑田先生 もと
て も安心 なさいま した 。
蓑 田先生は京 浜女子大 (現 鎌倉女子大 )教 授で、鎌倉
含唱連盟を 1965年 に立ち上 ￨ず 、 」999年 35回 の定期演
奏会まで理事長の重責を担われま した 。組織も軟弱な倉」
成期 にそのご苦 労は大変なことであ つたと思います 。お
身体 も決 してお立夫で はなか つたご様子ですが、含唱ヘ
の情熱が鎌倉 含唱連 盟 の基礎 を作 りあ げて <だ さい ま
した。

副理 事 長 に就 任 して
副理事長

古賀

矢□

先 の総会 にて 副理事長の就任 をご 75K認 頂 きま した 。
理事 にな って一年で副理事長 にな るとは青天 の霧震で
したが、ご承認いただいたか らには含唱連盟 のため に
努力いた します 。
さて、鎌倉含唱連盟のカロ盟団体 は 3月 末時点で 46団

の姉と同 じ府立第三高女で含唱 部だ つたようで、同 じ高
校 出身 の後輩 の私 に当時か らな にか と声 をか けて <だ
さいま した 。平成 10年 、私が北鎌倉女子学園を定年退
職 しま した時、簑田先生か ら「私の体調が悪いので鎌倉
含唱連盟理事長を代 って <だ さい 。あなたが退職 される
のを待 っていたのよ」とお言 葉をいただ き、それか ら約
20年 務め させていただ きま した。この約 20年 の間、理
事の交代 はあ りま したが、どの方 も誠実に連盟のた め に
働いて <だ さ り、何の心配 もな <退 任で きたことを大変
幸せ に思 っています 。現在 85歳 の私があと何 年指揮者
と して活動で きるかわか りませ んが、余力を奮い起こ し
て 皆様 と共 に美 しいハ ー モニ ーづ <り に精進 したい と
思 っています 。
皆様、本当にあ りがとうございま した 。

児島先生 は北鎌倉女子学園に音楽 科 を倉」り、多 <の 優
れた音楽家たちを育て られま した 。そ の情熱の原点は、
や は り含唱のハ ーモニ ーだとうかが ってお ります 。児島
先生が理事長と してご活躍下 さ つた 19年 間に含唱連盟
は内容が充実 しま した 。まず第一 に挙 ￨ず られる大 きな変
革 は、第 43回 か ら定期演奏会 に請評の先生 方をお願い
するようにな つた事です 。第 2回 か ら第 13回 まで は講
師をお招 き していま したが、何故か取 りやめ にな ってい
ま した 。児島先生は幅広い人脈をお持ちでい らっ しゃい
ますので、素晴 らしい講師の先生をお 願い して下 さいま
した 。講評をいただ <こ とで、各国の演奏 は明 らか に向
上 したと思います。また聴 <倶 」
にはミニ 請評をお願い し
。
これによ
ま した
って他団の演奏を熱心 に聴 <よ うにな
り会場の雰囲気が変わ りま した 。含唱連盟倉」
立 40周 年
には記念誌 を纏めて下 さいま した 。児島先生 は、蓑 田先
生のご主人様と連絡を取 り資料をお借 りし、倉」
成期の頃
の事 も良 <ご 存 じで したので、他の人 にはない視点で含
唱連盟の 40年 間を纏めて <だ さいま した。また理事と
カロ盟団体のためのマ ニ ュアルを作成 し、ホ ー ムベ ー ジも
立ち上 ￨ず 運営が 円滑 にな りま した。
こ のよ うに素 晴 ら しい お二人 の理事長 の足跡 を汚 さ
ないよう、鎌倉含唱連盟が更 に発展す るように 3代 目理
事長を務めさせていただ きたいと思います 。

体 。数年前か ら 5団 体 も減 って きています 。原 因は各国
共 に高齢化 によ る団員数 の減 少や趣味の 多様化 にあ る
と思います 。含唱連盟 は若い方を増やす努力を してい <
必要があ り、若い世代と一緒 に演奏会がで きるような施
策を理事会の中で In 討 を進めたいと思います 。
会員あ つての含唱連盟、これか らも会員の レベルア ッ
プ、魅力あ る含唱連盟 に育ててい きます 。
よろ し<ご 協力いただ きた <お 願い致 します 。
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児 島名 誉理 事 長 のご 就 任 にあ た り
副理事長

荒丼恵美

長 年 にわた り鎌倉含唱連盟 の発 展の為 にご尽力下 さ
いま した児島先生でい らっしゃいますが、ご高齢 にもか
かわ らず、夜 開かれる理事会や鎌倉市文化協会 の会議な
ど、ご 多lltの 中、ご苦労もとて も多か ったことと深 <感
謝 申 し上 ￨ず ます 。
そ して、児島先生の含唱に対す る情熱と献身的なお人柄
に私 をは じめ 多 <の 方 衣 が信頼を寄せ、3も 尚ご指導を
求めてやみませ ん 。
苦 の事 にな りますが、私が高等部 の含 唱部 にい た 8寺
代、夏の コ ンク ー ル当日、県立音楽堂の裏の公 園に集含
し少 しで も練習 しようと気負 う私たちに、日頃か らハ ー
モニ ー練習と して歌 つていた「故郷 」を発声代わ りに歌
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いま しょうと、音楽の純度 に集中することを暗に教えて
下さいま した 。そ して公 園での「故郷 」はたまたまそこ
に居含わせ た近隣の方 次 にも配慮 したもので、その空間
に、音の乱入で はな <、 共有が許 されるような配慮を持
つ もので した 。
この思い出は児島先生を語 るほんの一 コマ ですが、3
まで幾度とな <先 生のこの様な叡智に触れる度 に、敬服
し身近 にいて下 さる事 を大変嬉 し<思 いま した 。
私 も児島先生の様に … とは無理な志ですが、音楽への情
熱、調不□を図る心 …、のひ とか ￨す らで も受 ￨す 継いでい ￨す
た らと思います 。
3ま での感謝を申 し上 ￨ず 、ご健康をお祈 りす ると同時
に、名誉理事長とな られた 3日 も、ご指導ご鞭撻を願 つ
てお ります 。

くわつて約 20年 、鎌倉含唱連盟を弓￨っ 張つてこ られた児島前理事長がご退任されま した。
蓑田初代理事長にイ
ご指導いただいた団からメ ッセ ージを頂きま した。
児 島百 代理 事 長 ご 退 任 を惜 しむ
大船混声含唱団

丸Ш孝之

児

島百代先生 は 0乍 年末 を以て 含唱連盟理事 長 をご退
任 されま した 。永年 に亘 り含唱連盟の発展に尽 <さ れ、
又 含 唱連盟 を支え続 けて下 さい ま したこ とをあ らため
て感謝 申 し上 ￨ず ます 。
立以来
大船混声含唱団に取 りま して は、 1988年 の倉」
3日 まで 30年 に亘 りご指導を頂いて まい りま した深い
ご縁があ ります 。この 間 16回 の定期演奏会を開催 し、
多 <の 宗教 曲や世 界 の名 曲更 に男声含 唱 曲等様 々 な分
師の含唱曲のご指導を受 けて まい りま した 。
1999年 には初代理事長の蓑 田良子先生か ら高校の後

児島先生と西鎌倉混声の出会い
西鎌倉混声 コー ラス

古賀

1989年 、西鎌倉混声の前身であ る西鎌倉小学校

矢□
PttA

コー ラ スか ら、西鎌倉混声 コー ラ スにな つて一年 <ら
い経 つたときに大船混声に在籍 していた 丁 氏か ら、児
島先生が リタイアされ ると言 う話 を聞 き、児 島先生 に
お声か ￨す して も らい、私 たちの団のご指導 を頂 ￨す る事
にな りま した 。 当時の西鎌倉混声 は PTAコ ー ラスの OB
会 のような 団で、地域 の含 唱団で歌 つている方 にご指
lい か ら感謝を込めて

導いただいていま した 。そのようなときに児島先生 にお
出で頂 き、譜読みの仕方、発声の仕方等 々 、含唱の基本
の基本か ら教えていただ きま した 。
児島先生 に指導いただいてか ら3日 まで約 1了 0曲 余
りを練習 じ、演奏 して きま した 。先生の選 曲は宗教 曲か
ら楽 しい、コミ ックな曲までとて も多彩 。どれ も私たち
の団のイ メ ー ジに含 つていま した 。先生の素晴 らしさを
感 じます 。今後 も素晴 らしい指導を頂 けるのをあ りがた
<思 つています 。
生涯現役

ク ール百音

荒丼美乃
3か ら十数年前の或る日のこと、児島先生か ら 「『 ク
ー ル百音 』という含唱団を倉」
るか ら歌 ってみない ?」 と
お誘いのお電話 をい ただ き、高校以来再び含唱人生 が
立当初 は歌 う喜び とともに、求め
スタ ー トしま した 。倉」
られ る演奏技術 に緊 張す る日 々 で したが、演奏会や コ
ン ク ー ルな ど演奏を重ね少 しず つハ ー モニ ー もまとま
り、早 13年 が過ぎ去 りま した 。こ れまで先生と共 に音
楽と向かい含 つて きた日夜 は一生の宝物です 。
最後 にな りま したが、この度含唱連 盟理事長 ご退任
とのこと、長い間あ りがとうございま した 。感謝の想い
を胸 に、これか らも心豊か に含 唱人生 を歩 んで 参 りた
いと思います 。

② 鎌倉含唱連盟機関誌

輩で もあ る児島先生 に後を託 され、第 2代 含唱連盟理事
長 に就任 され ま した。その後 20年 間含唱連盟の発展に
寄与 され ると共 に連 盟 に所属す る多 <の 含 唱団の指導
に当た られて まい りま した 。
立 40周 年、50周 年
児島先生の在任中に含唱連盟 は倉」
という大 きな節 目を迎えま したが、その都度記念誌の発
行や記念演奏会を開催す ることが出来ま した 。これも偏
に児島理事長のご尽力の賜物と感謝いた してお ります 。
含唱が大好 きで、いかな る場合で も独特の温かい雰囲気
を醸 し出す 先生 だか らこ そ含 唱連盟 を纏め 上 げること
がで きたのだと思います 。まだまだお元気な先生 にはこ
れか らも連 盟の為 にお力 を貸 して頂 きたい と願 つてお
りま したので、突然のご退任 は残念でな りませ ん 。

混声含唱団鎌倉 コール

松尾達彦

長期 間にわ た り理事長 と して のご活躍、あ りが とう
・
ございま した 。
私 ど も混声含唱団鎌倉 コール は含唱連盟 の 中で も骨
董 品のよ うな古い含唱団ですが、児島先生 にご指導い
ただいて い る中で は一番の新参者です 。 直接ご指導い
ただいて 強 <感 じてい るこ とは、何 よ りも含唱の楽 し
さ、素晴 らしさを演奏す る者、それを聴 <者 みんなに伝
え たい とい う気持ちがあ′
3ヽ れて いる事です 。そ れ は連
盟 の定演や 含唱祭で のあい さつで も窺われ ます 。 これ
か らも生涯現役で含唱指導 に当た られ るようお願いい
た します 。

え っせ んす
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鎌倉含唱連盟定期演奏会 2017年 6月 11日 (日 )
し
鎌倉生涯学習 セ ンタ ーホ ー ノ

2018年 6月 9日

鎌倉市民含唱祭 2017年 11月 5日 (日 )
♭
鎌倉芸術館大ホ ーノ

入 しぶ りの 「 き らら」の舞台
女声含唱団ぼどうの会 杉本策子
昨年の定演は、芸術館の改修のため に鎌倉生涯学習セ
ンターホ ールで行われた。いつもよ り 10団 体以上少な
い出演であったが、こ じんまりと している分、音楽を聴
きあうという雰囲気があ つたように感 じたのは、私の気
のせいだろうか 。芸術館大ホ ールという音楽環境の整 つ
た良さ、それに対 して小ホ ールの良さ。それぞれの団体
に様 々な違いがあるなかで、一つにまとめるのは難 しい
選択だが 。
実は、私達は 「きらら」の舞台に久 しが りに立 って、
なつか しさで初心に帰るような思いにな つた。 1996年
に発団 したばどうの会は、2年 に一度定演を開催 してき
たが、2005年 の第 4回 まで 「きらら」を使用 していた 。
しか しその後、その頃者え始めた団の実情に含わせて、
他のホ ールを使用するようにな つた 。私達が歌い続 ける
かざ り、いつかまた「きらら」の舞台に立つことがある
かも矢□
れない 。その時は設備面の補修が施された環境の
整 ったホ ールに生まれ変わ つていますように

「市民含唱祭 に思うこと」
混声含唱団 鎌倉 コール 前田麻美
温かな眼差 しで私たち連盟会員を3も 見守 って <だ
さっている児島先生が理事長時代に常 々仰 つていた言
葉、「互いに他のグル ープのハ ーモニ ーや表現を聴き含
い、仲良 <研 究 し含う」は、まさに我衣鎌倉市民同上の
交流を深め、ひいては鎌倉市の文化力向上にもつながる
ことと存 じます 。
諦めず少 しでも「美 しいハ ーモニ ー」に近づ <た めに、
ミニ講評カ ー ドは貴重で有 り難いものです 。表舞台では
含唱団員と して、舞台裏では事務局担当の理事と して、
微力なが ら私も演奏会 に参加させていただいてお りま
すが、たまにミニ請評カ ー ドを書きたいと仰るお客様が
いて、客席でも含唱祭に楽 し<参 カロされているご様子に
心の中でガ ッツポ ーズ してお ります 。
終演後に「良い演奏会で した 。あ りがとう !」 と笑顔
でお 声をかけて <だ さるお客様も毎年少なか らずいら
っしゃいます 。会場の皆様が笑顔で帰路につかれますよ
うに、「文化の都」鎌倉市のさらなる発展に貢献できま
恵を出し含い倉」
すように、会員皆様と共に矢□
意工夫でき
ましたら幸いです 。

全国大会を終えて

大会 の好結 果 に伴 い 団員達 も ￨卜 か ら飲 んで食べて温
泉か らの絶景を楽 しみ、本当に大満足な 1日 を過ご しま
した 。そ して仲 間との絆 も深ま り3ま で長 <含 唱を続 け
ていたか らこそ経験で きた素晴 らしいひ とときで した 。

!

女声含唱団 「松 」

細村不□子

昨年 4月 22日 お母 さん コー ラス神奈川大会、 了月 1
日、2日 の 2日 間宇都宮市の栃木 県総含文化 セ ンタ ー。そ
して 8月 26日 、2了 日は岡Шシンフ オニ ーホ ールでの全
国大会が開催 されま した 。岡出での猛暑 の中、1日 目出
演の私達 38名 全員元気 に本番を迎え、 シンフ オニ ーホ
ー ルの素晴 らしい舞台で精一杯歌 う事が出来ま した 。全
国か ら集 ま った各 団それぞ れ趣 向を凝 ら した個性豊か
な パ フ ォーマ ンスを披露 し、華やか に会を盛 り上 ￨ず てい
ま した 。審査の結果、お陰様で 「ひ まわ り賞」を戴 き、
3ま での努力が一瞬に して報われた思いで した 。翌 日は
三衣五々の スケ ジ ユールで動 き、その中の 25者 は、鷲
羽出方面 への 温泉旅行 に出発 しま した 。暑 さは相変わ ら
ずで したが、ホテ ルか らの瀬戸大橋のライ トア ップ と瀬
戸 内海の島 次 の陰影 はとて も心の残 るもので した 。

鎌倉含唱酬 機関誌 ③
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新理事・ 監事就任されま した
5月 の臨時総会で、新し<新 理事及び監事が承認されました。今年度の体制はつぎのとおりです。
児島百代

理事長

佐藤ゆ り

副理事長

荒丼恵美

副理事長

古賀

理事

阿部栄子 (こ 一る こすもす)

矢□

理事 (新 任 )太 田爾生 (北 鎌倉女声含唱団)
遠藤悪紀 (鎌 倉男声含唱団 牧神))

理事

事 事 事 事 事 事 事 問
理 理 理 理 理 監 監 顧

名誉理事長

児玉0召 義

(鎌 倉混声含唱団ムジカおさらぎ)

後藤公子

(フ ラウエソコア 0ヴ ォンネ)

ス トナー ト)
平野ゆう子 (ア ンサンブル海の星)
前田麻美 (混 声含唱団 鎌倉 コーlb)
西尾保次郎

(ム ジコマーニ

松岡幹枝 (Anemone Coronaria)
(新 任)片 桐恵子 (ア ンサンブル

クオーレ)
澤 百含子 (鎌 倉長谷コーラス)

各回の活動予定
♪ 女声含唱団「アミカ」
6/9(土 )本 目模女子大ホール
♪ ボカ・ グランデ

(詳 細 は各国にお問含せ <だ さい

♪ 鎌倉湖畔コーラス

♪ 北鎌倉女声含唱団
第 23回 定期演奏会
20」 8/9/8
鎌倉生涯学習センター ホール

♪ 鎌倉市民含唱団
♪ 北鎌倉女子学園コーラス部
♪ Anemone Coronarla
♪ 西鎌倉混声コーラス
6/23(土 )鎌 倉芸術館大ホール
♪ 女声含唱団「松」

♪ 混声含唱団 鎌倉 コール 演奏会
)

20」

♪ 円混声含唱団
第 6回 定期演奏会
2018/9/8 逗子なぎさホール

♪ 女声含唱団ミモザの会
第 10回 定期演奏会
20」 8/司 2/9 鎌倉芸術館 大ホ ール
♪ グ ロ リア少年含唱団
第 30回 メサイア演奏会

2048/12/23カ トリック雪 ノ下教会
♪ 混声含唱団 コー□・ ビッコロ

6/24(日 )鎌 倉芸術館大ホール
♪ 鎌倉女声 コール 演奏会
2018/6/η 9
港南区民文化センタ

♪ クール百音 第 14回 定期演奏会
20」

8/6/29

横浜みなとみらい 」ヽ
ホ ール
♪ Lar80(ラ ルゴ)定 期 14thコ ンサ ート
20」

8/6/30

鎌倉生涯学習センターホ ール

♪ MUSE(ミ ユーズ )演 奏会
20η 8/8/23
鎌倉生涯学習センター ホール
♪ 女声含唱団「松」全国コンクール
2018/8/18 相模女子大 ホール

♪ 北鎌倉女子学園 コーラス部
鶴岡八幡宮 含唱会
2018/9/」 4
鶴岡八1番 宮 舞殿

20」

演奏会
鎌倉プライエムきしろ

第 4回 定期演奏会

♪ 西鎌倉混声 コーラス
第 11回 定期演奏会
2018/9/23鎌 倉芸術館小ホ ール

201812月 頃

♪ 鎌倉混声含唱団ムジカおさらぎ
♪ ジ ュニ ア含唱団 なぎさ道
白いうた青いうたフェステ ィバル

♪ 女声含唱かま <ら の風
第 11回 定期演奏会
20」 8/9/29 鎌倉芸術館 大ホ ール

in鎌 倉
2019/1/13 鎌倉芸術館 大ホ ール

♪ ジ ュニ ア含唱団 なぎさ道
第 15固 定期演奏会

♪ 鎌倉混声含唱団ムジカおさらぎ
第 31回 定期演奏会
2019/2/」 2 鎌倉芸術館 大ホ ー

2048/8 /5
鎌倉生涯学習センター ホ ール

♪ 鎌倉市民混声含唱団 演奏会

8/12

♪ Anemone Coronar:a

♪ クール 0ド ゥセ ール

2018/10/18

鎌倉生涯学習センター ホ ール

編集後記

8/11/25

鎌倉芸術館 大ホ ール

30
2019/3頃
鎌倉生涯学習センター ホ ール

MUSIK KONZERtt VOL。

:

3号では児島理事長の 20年近いご在任に対する感謝のメッセージが佐藤新理事長をはじめ、ご縁の深い団から沢々
と寄せられ、児島先生の連盟へのご貢献の大きさ、含唱に対するご造詣の深さ、そして何より尊敬されるお人柄であ
ることを改めて矢□
ることになりました。
先生には名誉理事長とこれからもご指導、ご鞭撻を心からお願い申し上げます。

④ 鎌倉含唱連盟機関誌

(阿部栄子

)

