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ライオンズクラブクリスマス例会

クリスマスコンサート

ごあいさつ

浜松ライオネット児童合唱団団長

初村 則子

今年も皆様の温かいご支援のもと，子どもたちに多くのステージ等の貴重な経験の機会をいただきました。ここに厚くお
礼申し上げます。
子どもたちは，毎週日曜日の朝，元気に練習会場に集まります。最近，男の子が大勢になり，休み時間はとても賑やかです。
過日，作曲家の大田桜子・吉田峰明 両氏による新曲のＣＤレコーディングのお話をいただき，楽譜とともに全国発売（全
日本合唱普及会発行）されました。三重県の学校が，その中の曲を選曲し，ＮＨＫ全国学校音楽コンクール全国大会・小学
校の部に出場しました。
平成 22 年は，創立 30 周年を迎えます。5 月にライオンズクラブ静岡県年次大会への出演，8 月に海外研修演奏旅行の実
施，12 月には 30 周年記念演奏会・式典の開催を予定しています。充実した一年になりそうです。
今後も変わらぬご指導，ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

第 23 回定期演奏会（アクトシティ浜松中ホール）

後

援

浜松ライオンズクラブ
浜松葵ライオンズクラブ
浜松舘山寺ライオンズクラブ
浜松西ライオンズクラブ
浜松東ライオンズクラブ
浜松南ライオンズクラブ
浜松リバティライオンズクラブ 浜松グリーンライオンズクラブ 浜松若葉ライオンズクラブ

2009
活動報告

2009 浜松フィルニューイヤーコンサート

2008.11〜2009.11

私はオーケストラの演奏で歌うのが初めてでした。とても緊張し
ましたが，しっかり歌えたと思います。アンコールで「ラデツキー

2008

行進曲」を歌った時，感動のあまり泣きそうになってしまいました。

11 月 30 日

第 48 回静岡県芸術祭合唱コンクール

12 月 14 日

東部公民館まつり

入選

（伊豆の国市アクシスかつらぎ大ホール）
18 日

たくさんの人たちから，耳がつぶれそうなほどの大きな拍手をもら
い，とてもうれしかったです。
小 5 野田瑞穂（第 29 期生）

（東部公民館）

浜松南ライオンズクラブクリスマス例会
（グランドホテル浜松）

23 日

遠鉄百貨店クリスマスコンサート

25 日

浜松グリーンライオンズクラブクリスマス例会

（遠鉄百貨店）

（ホテルコンコルド浜松）

2009
1 月 10 日

2009 浜松フィルニューイヤーコンサート
（アクトシティ浜松中ホール）

2 月 22 日

みどり保育園 30 周年記念 CD レコーディング
（アクトシティ研修交流センター )

3月1日
14 日

第 30 期生入団式

（東部公民館）

浜松西ライオンズクラブ例会

（グランドホテル浜松）

27 日

浜松ライオンズクラブ例会 （オークラアクトシティ浜松）

29 日

第 5 回関東合唱祭

6月7日

第 54 回県民合唱祭

（茨城県立県民文化センター）
（アクトシティ浜松中ホール）

7 月 20 日
8月7日

第 23 回定期演奏会

（アクトシティ浜松中ホール）

新曲 CD レコーディング（全日本合唱普及会発行）
（かじまちヤマハホール）

19 日〜 20 日
9 月 27 日

第 30 期生入団式

ジュニアコーラスフェスティバル 2009

2009 夏期合宿

（静岡県立三ヶ日青年の家）

浜松市民合唱祭 2009

（アクトシティ浜松中ホール）

10 月 24 日

石垣内科医院慰問（石垣内科介護センター，あおぞらライフ）

11 月 15 日

ららぽーと磐田コンサート

（ららぽーと磐田）

私は歌が好きなので，よく学校や音楽教室で歌っています。昨年，
クリスマスコンサートを見学させていただいたら，とても上手に
歌っていたので，私も皆さんのようになりたいと思いました。オー
ディションを受けて合格した時は，とてもうれしかったです。これ
からは，皆さんといっしょに楽しく歌っていきたいと思います。
小5

山川由紀恵（第 30 期生）

歓迎のことば
私の 6 年間の合唱団員としての様々な経験から，皆さんに「二つ
のお願い」をしたいと思います。一つ目は，この合唱団で「いろい
ろな事を学んでほしい」ということです。合唱団では，呼吸や発声，
姿勢，歌詞の意味，作曲家についてなど，歌に関することだけでな
く，礼儀やマナーなども学びます。それらは，人として大切なこと
ばかりです。二つ目は，「合唱を楽しんでほしい」ということです。
そうすれば，今後みんなで一つのものを作り上げることの素晴らし
さや感動が味わえると思います。その時，合唱は皆さんにとってか
けがえのないものになるでしょう。合唱団では，学校とは違った楽
しさや経験が，皆さんを待っています。これから合唱団の一員とし
て頑張っていきましょう。
高2

第 48 回静岡県芸術祭 2008

志村優旗（第 24 期生）

「関東合唱祭」には、今までの練習の成果を発揮し，楽しんで歌
おうという気持ちで臨みました。他県の同年代の合唱を聴くことは，
私にとって良い刺激になり，歌に対する姿勢や技術面でも多くの事
を学ぶ機会になりました。この研修旅行を通して，仲間との親睦も
深まりました。学校や学年が違っても仲良くできる環境は，とても
素晴らしいと思うので，大切にしていきたいと思います。
高3

高橋ちひろ（第 19 期生）

この定期演奏会は，合唱団に入って初めてのステージでした。難し
い曲が多く，たくさんの練習を重ねてきました。本番でまちがえない
かとても不安でしたが，みんなで歌えたことがうれしくて，楽しくて，
あっという間に終わってしまったように思います。これからは，聞き
に来てくれた人が，笑顔で帰ってもらえるステージを目標にして，が
んばりたいです。
小6

第 5 回関東合唱祭

宮内杏菜（第 30 期生）

わたしは「ていきえんそう会」のれんしゅうがとても
楽しく，大すきでした。だからがんばって歌ってかし
をおぼえました。本ばんの日，わたしはきんちょうし
すぎて，だんだんこわくなってきました。ドキドキし
て心ぞうがとび出しそうでした。ぶたいに出たとき，
「歌しをまちがえませんように」といのるような気も
ちで歌いました。そうしたら，まちがえずに歌えたの
でほっとしました。これからも新しい曲をおぼえて，
もっとうまくなりたいです。
小2

大平澄佳（第 30 期生）

第 23 回定期演奏会

CD のレコーディングが決まった時，嬉しさと不安が混じりあったよ
うな感じがしました。CD できれいに聞こえるには，なるべく透明な声
で全員の発声を揃え，「音量」より「声のバランス」や「響き」を意識
することが重要でした。練習を重ね，指導を受ける度に，その難しさ
を感じました。実際にレコーディングを迎えてみると，不思議なこと
に不安が消えて，「精一杯歌おう」という思いで一杯になりました。作
曲された吉田峰明先生と大田桜子先生に指揮を振っていただくという
嬉しいサプライズもあり，とても貴重な体験になりました。
高2

伊藤麻耶（第 19 期生）

新曲 CD レコーディング
「朝と夕べの集い」の時に見たはま名湖は，とてもきれいでした。
みんなで食べたごはん，みんなで入ったおふろ，みんなで見たビデ
オかんしょう，大きなお兄さんたちといしょにねたこと。みんな楽
しかったです。
小2

丸山充隆（第 28 期生）

一番の思い出は，荒川先生による「狼なんかこわくない」の振付
け練習です。小さい子向けのかわいいおどりでしたが，意外に難し
かったです。特に手を頭にのせ，狼のまねをするのは，はずかしく
て照れました。でもはずかしさを忘れて，がんばっておどったので，
全部覚えることができました。私の生活に「ダンス」という楽しみ

夏期合宿

がふえて，うれしくなりました。
小5

岡本麻衣（第 28 期生）

第 7 回浜松市民文化フェスティバル 浜松市民合唱祭 2009

今後の
活動予定

他の合唱団で，演奏中客席から歌に合わせて手拍子が起こっ
たところがありました。その合唱団は，みんな笑っていてとて
も楽しそうでした。演奏を聴いている人達を明るい気持ちにさ
せるには，やはり笑うことが大切だと思いました。しかし，私

2009

達の合唱は，明るく楽しい曲にしようという気持ちが足りなかっ
たように思います。自分達の演奏を見つめ直す良い機会になっ

2009.12〜2010.12

12 月 6 日

第 49 回静岡県芸術祭合唱コンクール

た合唱祭でした。

（島田市民総合施設プラザおおるり）
中1

齊藤百花（第 26 期生）

13 日

ウィーン・フィルのカール・ヤイトラー氏による管楽器
体験クリニックにて合唱

20 日

（県立森林公園森の家）

プレ葉ウォーク浜北クリスマスコンサート
（プレ葉ウォーク浜北）
浜松東ライオンズクラブクリスマス例会
（オークラアクトシティホテル浜松）

23 日

遠鉄百貨店クリスマスコンサート

（遠鉄百貨店）

浜松南ライオンズクラブクリスマス例会
（グランドホテル浜松）
25 日

浜松グリーンライオンズクラブクリスマス例会
（ホテルコンコルド浜松）

2010

石垣内科医院慰問
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○

2 月 21 日

第 31 期生入団オーディション

3 月 20 日

浜松西ライオンズクラブ例会

26 日
小１

（東部公民館）
（グランドホテル浜松）

浜松ライオンズクラブ例会

○○○○

（オークラアクトシティホテル浜松）
5月5日

ライオンズクラブ国際協会 334C 地区第 56 回年次大会
（アクトシティ浜松大ホール）

8 月 18 日〜 25 日

第 6 回海外研修演奏旅行
（ワルシャワ < ポーランド >，ウィーン＜オーストリア＞）

12 月 12 日

30 周年記念演奏会

（アクトシティ浜松中ホール）

●スタッフ
団 長
教育指導
ピアニスト
事務局

初村則子
稲垣知央
久保田世津子
戸塚勢津子
田口よし子

正 団 員：小学 1 年生から高校 2 年生までの男女（平成 22 年度）

募集対象 準 団 員：幼稚園・保育園年長の男女（平成 22 年度）
東部公民館／浜松市中区相生町

練習会場 教育文化会館（はまホール）／浜松市中区利町
練 習 日 毎週日曜日 9:00〜12:00

入団を希望される方は見学ができます。お問い合せ下さい。

問い合わせ 浜松ライオネット児童合唱団事務局
〒433-8122

浜松市中区上島 3-13-1-508

Tel/Fax：053-461-4118
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平成 21 年度 ライオネットだより
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印刷：三富印刷株式会社

アドレスが変わりました http://homepage3.nifty.com/lionet/ 「ライオネット合唱団」で検索

