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浜松世界青少年音楽祭（2014 年 8 月）

2014 年 12 月 1 日発行

浜松ライオネット児童合唱団 ＆ 豊中少年少女合唱団 第 2 回ジョイントコンサート（2014 年 8 月）

ごあいさつ

浜松ライオネット児童合唱団団長

初村 則子

日ごろ浜松ライオネット児童合唱団をご支援いただき，深く感謝申し上げます。現在 5 歳から 17 歳の団員が毎週日曜
日に，鴨江アートセンターもしくは県居協働センターで楽しく練習しています。男子の数が増え，男声・混声合唱にも取
り組んでいます。
2014 年は 2 月に「浜名湖花博 2014」はままつフラワーパーク会場公式テーマソングを，浜松出身のポップシンガー
ERIKO さんとレコーディングし，3 月の開幕日に披露しました。5 月には昨年同様，銀座ヤマハホールで，全日本合唱普
及会主催の新曲発表及びレコーディングを行いました。8 月には，浜松世界青少年音楽祭の「フレンドシップコンサート」
と「ファイナルコンサート」に，また大阪府に於いて，豊中少年少女合唱団との「第 2 回ジョイントコンサート」に出演
しました。昨年の浜松でのコンサートで団員同士仲良くなっていましたので，和気あいあいと楽しい交流コンサートとな
りました。また初めての試みとして，11 月に「ファミリーコンサート」を開催し，お客様とともに音楽の楽しさを分か
ち合いました。
2015 年は 8 月に「第 26 回定期演奏会」（アクトシティ浜松 中ホール）開催を予定しています。お忙しいことと存じ
ますが，是非お出掛けくださいますようお願いいたします。今後も変わらぬご支援，ご指導を賜りますようお願い申し上
げます。

後

援

浜松ホストライオンズクラブ 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

浜松西ライオンズクラブ

浜松若葉ライオンズクラブ

浜松ひかりライオンズクラブ

2014 年 3 月

活動報告
2013.12〜2014.11

4月
5月
6月
8月

2013 年 12 月

はままつフラワーパーク クリスマスナイトコンサート
浜松葵ライオンズクラブ クリスマスコンサート
浜松南ライオンズクラブ クリスマスコンサート
デイサービスぬくもり慰問コンサート
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
2014 年 2 月 浜名湖花博 2014 フラワーパーク公式テーマソング ERIKO さんとレコーディング
3 月 浜名湖花博 2014 フラワーパーク オープニング記念式典

はままつフラワーパーク クリスマスナイトコンサート （2013 年 12 月）
入団して初めてコンサートに出ました。ステージを見たら，キ
ラキラ光っていました。こんなところで歌えるなんて，とてもう
れしくてわくわくしました。本番が始まった時，どきどきしまし
たが，終わったらみんなのはく手が聞こえて，ホッとしました。
おおぜいの人が見に来てくれて，うれしかったです。
小 5 片谷 春菜（第 34 期生）

9月

10 月
11 月

第 35 期入団式
浜松ホストライオンズクラブ例会コンサート
作曲家による新曲レクチャー
浜松ホストライオンズクラブ バザー例会
ニューコーラスセレクション 新曲発表コンサート・レコーディング
浜名湖花博 2014 フラワーパークステージ
浜松リバティライオンズクラブ年次例会コンサート
浜松世界青少年音楽祭フレンドシップコンサート＆ファイナルコンサート
豊中少年少女合唱団との第 2 回ジョイントコンサート
第 54 回 祝寿会
K-mix「じじばばに音楽を」敬老の日コンサート
まちなかにぎわいコンサート in キタラ
県居協働センターまつり開会式
まちなかにぎわいコンサート in キタラ
第 12 回浜松市民文化フェスティバル浜松市民合唱祭 2014
ファミリーコンサート

12 年の月日は，数えれば長く，振り返れば思い出の詰まったほ
んの数年のように感じられます。小さな身体をちょこんと椅子に
預け，神妙な顔をして，5 歳で 23 期生として入団式に臨んだ事が，
12 年も前の出来事だと思うと，不思議な気がします。先輩に励ま
され，お世話をいただいた先生方には，人としての基本姿勢やス
テージに立つ意味，演奏に対する厳しさ，また心の在り方を教え
ていただいたと思っています。振り付けの荒川先生のレッスン場
で，優しい特訓を受けた事も，懐かしく思い出されます。今，ラ
イオネットでの様々なシーンが蘇り，胸が熱くなります。演奏会
ごとに出会ったお一人お一人，先生方や歌の仲間達が，心の奥で
笑い，躍り，歌います。卒団するまでの日々を大切にし，しっか
りと心に刻み込んでいきたいと思います。
高３

佐原 愛理邑（第 23 期生）

ニューコーラスセレクション 新曲発表コンサート・レコーディング
前列中央：作曲家の佐藤賢太郎 先生
（2014 年 5 月）
遠鉄百貨店 クリスマスコンサート （2013 年 12 月）
男子だけで歌った「もみの木」が，特に印象に残りました。ソ
プラノ・アルト・テノール・バスのパートを，すべて男子だけで歌っ
たので，女声とはちがう雰囲気でした。ぼくの声がだんだん低く
なってきているので，この１曲を男子だけで，歌えてうれしかっ
たです。
中１ 野田 佑輔（第 29 期生）

浜名湖花博 2014 フラワーパークステージ （2014 年 5 月）

3 月の作曲家による新曲レクチャーでは，佐藤賢太郎先生にご
指導していただいた 40 分間が，とても短く感じられました。思
いを込めて一生けん命歌い，上手に歌えたと思いました。先生か
ら注意された子音のＫができるようがんばって練習したおかげで，
５月の新曲発表コンサートでは，とても上手に歌うことができた
と思います。
小５ 水野 まつり（第 30 期生）

浜名湖花博 2014 フラワーパーク オープニング記念式典
前列中央：歌手の ERIKO さん
（2014 年 3 月）

浜松ライオネット児童合唱団 ＆ 豊中少年少女合唱団 第 2 回ジョイントコンサート （2014 年 8 月）
ジョイントコンサートのまえの日，リハーサルをしてホテルに
とまりました。かぞくからはなれてホテルにとまるのは，はじめ
てでしたが，ライオネットのみんなととまるのは，とてもたのし
かったです。ジョイントコンサートは，おきゃくさんがいっぱい
いて，きんちょうしたけれど，しっかりうたうことができました。
「はっぱのフレディ」は，ながくてかかとがいたかったけれど，
おとなのコーラスのひとたちがおおぜいいて，いつもとちがって，
きもちよくうたうことができました。うたいおわったあと，にし
おかせんせいが，おなかのまえでちいさくＯＫをだしてくれて，
うれしかったです。
小１ 外村 ノエル（第 35 期生）

今回のステージでは学ぶことが沢山ありました。歌では子音の
発音や口の開け方など。練習では上級生として，小さい子のお世
話をはじめ，全体的な並びや指示など。私はもう高校生で，いつ
の間にかリーダーに近い存在となりました。今までは，指示を受
けているばかりでしたが，今回のコンサートの経験を生かして，
これからは上級生としての自覚を持たなければと思いました。技
術的にも，ソプラノで高い音が何度か上がりきらないことがあり
ました。これは，以前から先生に注意されていたのに，できなかっ
たので，他のパートにも迷惑をかけないように，絶対に直したい
と思います。そして，またいつか機会があれば，より成長した私
たちと豊中少年少女合唱団と共演したいです。
高１ 岡本 麻衣 （第 28 期生）

浜松世界青少年音楽祭 ファイナルコンサート （2014 年 8 月）
浜松世界青少年音楽祭で，私の家では，台湾の台北市立介寿国
民中学国楽団のメンバー 2 人のホームステイを受け入れました。
中学 3 年と高校 1 年という，私に近い年齢でしたが，背も高く，
私よりはるかに英語が堪能だったので，“お姉さん” のようにしか
思えませんでした。音楽祭初日はちょうど地元のお祭りだったの
で，私が 2 人を連れて，屋台やおみこしなどを見て回りました。
会話はもちろん英語です。質問される事の方が多かったのですが，
早く答えなければと焦ってしまい，なかなか英語が出てきません
でした。今度は私がニュージーランドにホームステイに行きます
が，今回の経験は，そこできっと役立つはずです。この大変貴重
な経験をさせてくれた両親に感謝しています。
中３

佐藤 志保（第 26 期生）

今回の世界青少年音楽祭は，７年前の参加するだけのものとは
違い，
「おもてなし」をするという貴重な経験をさせて頂きました。
我が家に来た台湾の女の子達は，滞在中毎日が本番だったため，
スケジュールが過密で，ゆっくりと過ごす事はできませんでした
が，地元のお祭りに連れて行ったり，花火をしたり，台湾での学
校生活についてお話をしたり，とても充実した数日間でした。異
なる文化の中で育ってきた同年代の子供達が，それぞれの世界を
表現し合い，お互いに拍手を送り合ったコンサート。「音楽に国境
はない」と心の底から実感しました。このホームステイを機に，
我が家に来てくれた台湾の子の家族とも，これから様々な情報交
換をし，長いお付き合いができればと思います。
佐藤 則子（保護者）

ファミリーコンサート （2014 年 11 月）
「心の海へ」は息つぎが大へんでしたが，がんばってできたと思
います。ふりつけをして歌った曲は楽しかったです。お客さんと
いっしょに歌った曲は「声が一つにまとまってすごいな」と思い
ました。みんなで楽しく歌うと，いつもより大きい声が出るよう
な気がしました。このコンサートにあつまったお客さんが「ライ
オネットに入って，いっしょに歌ってみたいなあ」と思ってくれ
たらうれしいです。
小３ 白栁 有衣（第 32 期生）
ファミリーコンサートには，たくさんの子どもたちが見に来て
くれました。お客様と一緒に歌ったり，踊ったりしてとても楽し
かったです。ずっと練習を続けてきた「心の海へ」は，僕がファ
ルセットで歌う最後の曲となり，今まで練習してきたものをすべ
て出し切ることができました。「見上げてごらん夜の星を」では、
メロディーを歌う男声パートを引っ張ることができ、とてもうれ
しかったです。僕はもうすぐ高校生です。だんだんリーダー的な
存在になります。今回のファミリーコンサートのように、みんな
の力を合わせて、一つ一つのコンサートを成功させたいです。
中３

青山 隼（第 28 期生）

浜松リバティライオンズクラブ 年次例会コンサート （2014 年 6 月）

浜松葵ライオンズクラブ クリスマスコンサート （2013 年 12 月）

浜松市民合唱祭 2014 （2014 年 10 月）
第 54 回 祝寿会 （2014 年 9 月）

まちなかにぎわいコンサート in キタラ （2014 年 10 月）

今後の予定

県居協働センターまつり開会式 （2014 年 10 月）

今後の予定（2014.12〜）
2014 年

K-mix じじばばに音楽を

敬老の日コンサート（2014 年 9 月）

新入団員募集
当団は 1981 年に浜松市内のライオンズクラブの後援で誕生しました。
団員は園児から高校生までで，歌唱や振付の練習を通し，規律正しく豊
かな心の成長を目指しています。

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 27 年度）
準団員：幼稚園・保育園 年中・年長の男女（平成 27 年度）
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。
練習会場 鴨江アートセンター（中区鴨江町），県居協働センター（中区東伊場） 他
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, 080-9118-1891
Web：http://homepage3.nifty.com/lionet/
Mail：lionet1981@rx.tnc.ne.jp

12 月 8 日 日本と外国の音楽の宴
13 日 はままつフラワーパーク クリスマスナイトコンサート
17 日 浜松葵ライオンズクラブ クリスマスコンサート
19 日 浜松南ライオンズクラブ クリスマスコンサート
20 日 デイサービスぬくもり「ありがとう会」慰問コンサート
23 日 遠鉄百貨店 クリスマスコンサート
（遠鉄百貨店イ・コ・イ スクエア 5 階／ 13 時～,15 時～）
23 日 あいホール クリスマス舞踏会（あいホール／ 18 時～）
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

2015 年

1 月 25 日
3 月 27 日
3 月 28 日
8 月 29 日
9 月 12 日

ひかりチャリティー夢コンサート
浜松ホストライオンズクラブ 例会コンサート
浜松ひかりライオンズクラブ CN 5 周年記念式典
第 26 回定期演奏会（アクトシティ浜松 中ホール）
浜松葵ライオンズクラブ CN 40 周年記念式典

スタッフ 団長：初村 則子 , 教育指導：稲垣 知央，久保田 世津子

ピアニスト：稲垣 英子， 振付：荒川 美幸， 事務局：田口 よし子

浜松ライオネット児童合唱団

平成 26 年度 ライオネットだより
平成 26 年 12 月発行
印刷：三富印刷株式会社

