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後　援

ごあいさつ 浜松ライオネット児童合唱団団長　初村 則子
　“ 浜松ライオネット児童合唱団 ” は，1981 年に浜松市内のライオンズクラブの後援のもとに発足して以来 31 年が過ぎ，
多くのあゆみを重ねてまいりました。これもひとえに，ご支援くださるみなさま方のおかげと感謝致しております。
　2012 年 8 月には，“ 大田桜子を歌う ” と題し「第 25 回定期演奏会」を開催しました。大田氏が作曲した “ 少年少女のた
めの合唱組曲「きっと ほんとは みんな」” や，佐野洋子さんの絵本を題材にした “ 合唱ミュージカル「100 万回生きたねこ」”
を演奏しました。当日は作曲家・大田桜子氏，作詞家・里乃塚玲央氏，全日本合唱普及会・岩田一夫氏が駆けつけてくださり，
充実したステージとなりました。
　また東日本大震災の一日も早い復興を願っての合唱曲を歌いました。卒団生の伴奏で卒団生と一緒に歌った「世界がひと
つになるまで」は，団員にとって思い出深い曲となりました。浜松に避難されている方が演奏会にいらしてくださいました
ことは，とても嬉しいことでした。
　2013 年 5 月に東京・銀座ヤマハホールで，新曲発表コンサート・レコーディングを行う予定です。世界で活躍する浜松
出身の作曲家・佐藤賢太郎氏と，2012 年のＮＨＫ全国学校音楽コンクール小学校の部課題曲の作曲者・大熊崇子氏の作品を
演奏します。7 月には，豊中少年少女合唱団とのジョイントコンサートを予定しています。
　今後も変わらぬご指導，ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

第１回合唱プロムナードコンサート「コーラスｉｎソラモ」（2012年 5月）

第 25回定期演奏会（2012年 8月）

遠鉄百貨店クリスマスコンサート（2011年 12月）
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浜松ライオンズクラブ（現：浜松ホストライオンズクラブ）例会コンサート

小 5　野田 佑輔（第29期生）

2011 年 12 月　第 51 回静岡県芸術祭
　　　　　　　東部公民館まつり
　　　　　　　浜松葵ライオンズクラブクリスマス例会コンサート
　　　　　　　遠鉄百貨店クリスマスコンサート
　　　　　　　浜松グリーンライオンズクラブクリスマス例会コンサート
2012 年２月　建国記念の日奉祝式典
　　　　　　  浜松南ライオンズクラブ主催「お年寄りとのふれあいコンサート」
　　　　　　  浜松市合唱連盟講習会
　　　　　　  ハロー保育園創立１０周年記念式典
　　　　３月　浜松ライオンズクラブ（現：浜松ホストライオンズクラブ）
　　　　　　　　例会コンサート
　　　　５月　第１回合唱プロムナードコンサート「コーラスｉｎソラモ」
　　　　８月　第 25 回定期演奏会
　　　　９月　老人ホーム「浜松ゆうゆうの里」慰問コンサート
　　　　　　　東部公民館まつり
　　　　　　　第２回合唱プロムナードコンサート「コーラスｉｎソラモ」
　　　　10 月　浜松市民合唱祭 2012

　初めてハロー保育園で歌うことになり，お客様の前できちんと歌
えるよう，がんばって練習しました。本番では練習の成果を発揮で
きました。歌ったあと｢こんな記念式典での演奏もいいな｣と思いま
した。

小3　水野 まつり（第30期生）

　わたしたちが歌っている時，おじいちゃん，おばあちゃんがうれし
そうに聞いてくれました。12 人という少人数で歌いましたが，じょ
うずに歌えてよかったです。「とんぼのめがね」「うさぎ」「つき」は，
みなさんといっしょに歌いました。楽しいコンサートでした。

ハロー保育園創立１０周年記念式典 （2011年 2月）

老人ホーム「浜松ゆうゆうの里」慰問コンサート

（2012年 3月）

（2012年 9月）

第 25回定期演奏会 （2012年 8月）

　大きいステージではっぴょうできてうれしかったです。たくさん
の人がみているからきんちょうしたけれど，お友だちがきてくれた
のでがんばりました。みんながよろこんでくれてうれしかったです。

小1　白柳 有衣（第32期生）



　幼い頃から知っていた絵本｢100 万回生きたねこ｣の世界観を自分
たちで表現するのは，簡単なことではありませんでした。笑顔だけ
でなく，その場に応じた表情をする，それぞれ決められた配置に素
早く着くなど，小さい子にとってはとても難しかったと思います。
私は “どろぼう ”という大役をいただきました。ダンスがメインで
したので不安が一杯で，何度も練習を重ねました。本番はステージ
で，とても気持ちよく踊ることができました。カーテンコールでは
泣きそうになりました。このミュージカルを成功させた事で，団員
みんなが団結することの大切さを知り，一人一人がいろいろな面で
成長することができたと思います。この経験を生かし，これからの
演奏会の一つ一つを充実させていきたいです。

　今年の定期演奏会は，私にとって最後の定期演奏会でした。特に
印象に残っているのは，合唱ミュージカル｢100 万回生きたねこ｣で
す。始めはこれほど大きなものになるとは思っていませんでした。
しかし，衣装の相談やダンスの練習が始まり，徐々に実感が湧いて
きました。練習をしていくうちに少しずつ形になり，それでもどこ
かに不安を抱えて本番を迎えました。終演後，たくさんの友達，後輩，
先生に｢感動して泣いてしまった｣と言ってもらえました。今までの
頑張りが認められた気がしてとても嬉しく，ほっとしました。私に
はリーダーという役割もありました。リーダーは自分のことより，
まず一番に皆のことを考えなければなりません。私は大きな声で皆
に指示したり，先頭に立ってすることが苦手でした。しかし，サブリー
ダーや高校生に支えられて，ここまでやってこられました。リーダー
をやって，以前の私から少し変われたような気がします。定期演奏
会を終えて思ったことは，やっぱり私はライオネットで歌うことと，
ライオネットの皆が大好きだということです。あと半年での卒団は
寂しいけれど，皆と楽しい思い出を作って，笑顔で卒団しようと思
います。

　今年の 3月に入団してはじめてのえんそう会が，アクトシティ浜
松中ホールという大きなホールでした。みんなとのれんしゅうは，と
てもたのしかったです。ぼくは，東日本大しんさいふっこうをねがっ
た曲が大すきです。｢早くふつうの生活ができるように｣とねがって歌
いました。ライオンズの方も言っていましたが，｢合唱をしていること
は，とてもしあわせなことなんだ｣と思いました。 　定期演奏会を迎える緊張の中で，あることを決心していました。｢今

までの練習の日々を信じよう。皆をそして自分自身を信じよう。愛す
る歌を楽しもう。ミュージカルに挑むことを喜ぼう。心と身体をその
中に開放しよう。歌い演じられる希望の光の中に今，立とうとしてい
る。この満ちあふれた豊かな想いを素直に発しよう。余分な想いはい
らない。ただ喜びに満ちた自分の想いを表現しよう。｣見に来てくれた
友人達や先輩，先生や家族が終演後，声をかけて下さったり，メール
をくれたりしました。｢良かった｣｢感動した｣｢泣いてしまった｣｢輝いて
いたよ｣｢いい笑顔だったよ｣と，高評価でした。ホールで見て下さっ
た方々との満たされた時を共有できた喜びが全身を包み込みました。
新しい事への挑戦は大変で苦しいことも多かったけれど，皆とやり遂
げた充実感が心地よかったです。

高3　黒田 佳寿美（第25期生）

高2　志村 菖（第25期生）

小3　篠﨑 裕貴（第33期生）

高1　佐原 愛理邑（第23期生）

第25回定期演奏会 （2012年 8月）

第 25回定期演奏会 （2012年 8月）

第 25回定期演奏会 （2012年 8月）

　東日本大震災の発生から 1年
5ヶ月が過ぎた 8月 19日、私た
ちは幸せなことに，例年と変わ
らず演奏会を開催することがで
きました。その日，被災地の一
日も早い復興を願って合唱曲を
歌いました。その折，会場に募
金箱を設置したところ，皆様か
ら多くの善意をお寄せいただきました。9月 20日の中日新聞の記
事を載せて，ご報告とさせていただきます。
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問い合わせ 浜松ライオネット児童合唱団事務局

募集対象 正 団 員：小学 1 年生から中学 3 年生までの男女（平成 25 年度）
準 団 員：幼稚園・保育園　年中・年長の男女（平成 25 年度）

練習会場 教育文化会館（はまホール）浜松市中区利町　他

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。お問い合わせ下さい。

〒433-8122　浜松市中区上島 3-13-1-508
Tel & Fax：053-461-4118
Web：http://homepage3.nifty.com/lionet/
Mail： l ionet1981@rx.tnc.ne.jp

12 月 19 日　浜松葵ライオンズクラブクリスマス例会コンサート
　　　22 日　浜松南ライオンズクラブクリスマス例会コンサート
　　　23 日　遠鉄百貨店クリスマスコンサート
　　　　　　　　（イ・コ・イ　スクエア 5 階　13:00 と 15:00）
　　　25 日　浜松グリーンライオンズクラブクリスマス例会コンサート
　　　26 日　聖隷三方原病院ホスピス慰問コンサート
　1 月 20 日　第 24 回Ｕホールコンサート「佐藤賢太郎の世界」（Ｕホール）
　2 月 17 日　第 34 期生入団オーディション（はまホール練習室）
　5 月 11 日　新曲発表コンサート・レコーディング
　　　　　　　　（東京銀座ヤマハホール）
　7 月 28 日　豊中少年少女合唱団とのジョイントコンサート
　　　　　　　　（アクトシティ浜松中ホール）
　9 月 15 日　第 53 回祝寿会（はまホール）

上段左より　戸塚　久保田　田口
下段左より　　　初村　稲垣

新入団員募集

スタッフ紹介

2012.12～2013.9

浜松グリーンライオンズクラブ クリスマス例会コンサート （2011年 12月）

第 25回定期演奏会（親睦会）（2012年 8月）

浜松市民合唱祭2012 （2012年 10月）

浜松葵ライオンズクラブ クリスマス例会コンサート（2011年 12月）

荒川
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