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◆はままつフラワーパーク クリスマスナイトコンサート （2014/12/13）

◆第 60 回 静岡県民合唱祭 （2015/6/14）

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。一年間の活動をお知らせする「ライオネットだ
より」をお届けいたします。今回からカラー版にグレードアップいたしました。1981 年に発足した本合唱団は，皆様のご支援のお
かげで来年創立 35 周年を迎えることになります。現在 ,4 歳から 17 歳の団員が毎週日曜日に鴨江アートセンターや県居協働センター
で楽しく練習しています。
本年は 8 月に開催した「第 26 回定期演奏会」で，合唱ミュージカル「100 万回生きたねこ」を上演しました。子どもたちの意欲
はもとより，保護者の皆様による手作りの衣装や小道具作り，後援会の皆様の応援をいただき，多くのお客様から好評をいただきま
した。また，11 月にはグランシップで開催された「ふじのくに芸術祭 2015 合唱コンクール」に於いて，奨励賞を受賞しました。
これらは子どもたちの大きな励みとなりました。12 月は JA とぴあ合併 20 周年記念イベントや，恒例の「遠鉄百貨店クリスマスコ
ンサート」，「はままつフラワーパーククリスマスナイトコンサート」，各ライオンズクラブのクリスマスコンサートへの出演等，子
どもたちにとってワクワクするステージが続きました。
2016 年は，4 月 4 日に銀座ヤマハホールで新曲発表コンサートおよびレコーディング（全日本合唱普及会主催），7 月 17 日には
アクトシティ浜松中ホールでの「創立 35 周年記念演奏会」開催を予定しています。子どもたちが歌や振付を通して，楽しく明るい
毎日を過ごせますよう，スタッフ一同共に取り組んでまいります。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

浜松ひかりライオンズクラブ

活動報告
2014.12〜2015.11

2014 年 12 月 あいホール「クリスマス舞踏会～ウィンナワルツの夕べ～」
浜松グリーンライオンズクラブ クリスマスコンサート
2015 年 1 月
3月

ひかりチャリティー夢コンサート Vol.19
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

2014 年 12 月

日本と外国の音楽の宴
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

4月

第 36 期生入団式

6月

第 60 回 静岡県民合唱祭 ジュニアコーラスフェスティバル 2015

8月

第 26 回定期演奏会

9月

浜松葵ライオンズクラブ CN40 周年記念式典

浜松リバティライオンズクラブ 年次例会コンサート

デイサービスぬくもり 敬老会

浜松南ライオンズクラブ クリスマスコンサート

浜松南ライオンズクラブ CN35 周年記念式典

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

第 13 回浜松市民文化フェスティバル浜松市民合唱祭 2015
11 月

ふじのくに芸術祭 2015 合唱コンクール（奨励賞受賞）

◆遠鉄百貨店 クリスマスコンサート （2014/12/23）

◆浜松葵ライオンズクラブ クリスマスコンサート （2014/12/17）

◆クリスマス舞踏会 〜ウインナワルツの夕べ〜（2014/12/23）

◆浜松南ライオンズクラブ クリスマスコンサート （2014/12/19）

オーケストラはとても迫力があり，圧倒されました。強弱がはっ
きりしていて，指揮者のヤイトラーさんの言うとおりに演奏して
いたところがすごかったです。この演奏会に出て，オーケストラ
といっしょに演奏する時は，オーケストラの音に負けないよう，
一人一人がしっかり声を出さなければいけないと思いました。
小6

◆デイサービスぬくもり「ありがとう会」慰問コンサート （2014/12/20）

水野 まつり（第 30 期生）

◆浜松グリーンライオンズクラブ クリスマスコンサート（2014/12/25）

◆浜松ひかりライオンズクラブ CN 5 周年記念式典 （2015/3/28）

◆浜松ホストライオンズクラブ 例会コンサート （2015/3/27）

わたしは，ことしライオネットににゅうだんしました。「ひゃく
まんかいいきたねこ」が，はじめてのミュージカルです。れんしゅ
うはたのしかったけど，きびしかったです。いえでおねえちゃんと
いっしょに，ダンスのれんしゅうをしたので，うまくおどれるよう
になりました。ほんばんは，おきゃくさんがたくさんきてくれて，
うれしかったです。
年中 外村 ジュン（第 36 期生）

去年の 12 月，先生からミュージカルの主役をやってみないかと
言われました。12 月まではファルセットで歌っていて，かなり消
極的な自分だったので，正直迷いました。自分に主役が務まるのか？
みんなを引っ張って行くことが出来るのか？中学３年だった僕は，
受験という大変な時期を迎え，なかなか合唱に集中することができ
ませんでしたが，ここで変わらなければいつ変わるんだ！と一念発
起。半年間練習を重ね，自分でも積極的になったと分かりました。
本番当日，たくさんのお客様が来てくださり，嬉しかったです。演
技が終わった瞬間に「ブラボー！」と聞こえました。ここまで頑張っ
てきたかいがありました。
高 1 青山 隼（第 28 期生）

今回の定期演奏会は，ぼくが入団して初めての定期演奏会でした。
いろいろな練習と苦労の末，大成功しました。苦労したのは，一つ
一つの音や言葉の強弱，言葉の意味を体や頭にしみこませることで
した。ぼくは，みんなよりも練習する期間が短かったのですが，特
におくれることもなく，みんなの練習についていけてよかったです。
小５ 広瀬 響揮（第 36 期生）
私が白ねこ役に決まってから，ミュージカルは甘いものではな
いと知りました。ソロもセリフも表情も，役の気持ちになりきる
ことはとても難しく，私の恥ずかしいという気持ちは，なかなか
消えませんでした。たった一言の「ええ！」というセリフだけでも，
うれしそうに表現できず大きな課題でした。３年前の DVD を何
回も見て試行錯誤しましたが，思うようにいきませんでした。し
かし多くの方からも応援していただき，恥ずかしさを捨てようと
決めました。本番は緊張して声が震えましたが，今までで一番気
持ちを込めることができたと思います。このミュージカルは，先
生方，歌の練習に付き合ってくれた家族，衣装の着替えを手伝っ
てくれたお母さん方，スタッフの方，そして一緒に頑張ってきた
団員のみんなと大変多くの人に助けられました。小さい子の笑顔
や団員からの「大丈夫だよ！」という言葉は，本当にうれしかっ
たです。この合唱団に入団して良かったと，心から感じました。
高2

岡本 麻衣 （第 28 期生）

今年の私にとってミュージカル「１００万回生きたねこ」で，ナ
レーションを務めた事が，一番の思い出であり，挑戦でした。私は
地声が低く，言葉の抑揚も余りつかないタイプなので，お客様に物
語をしっかり伝えられるかどうか，とても不安でした。実際たくさ
んのダメ出しをされ，自信が全くありませんでしたが，
「ナレーショ
ンをやり遂げたい！」と思いました。個人レッスンや家での練習を
通して，少しずつコツをつかむことができ，先生方や保護者の方々
から，「上手になってきたね」と声をかけて下さったことは，とて
も励みになりました。本番前日のリハーサルでは，いつもは壁しか
ない目の前に，大きな空間が広がっていることに，緊張してしまい
ましたが，本番ではホールに自分の声が響いていることに，気持ち
良さを感じることができました。前回のナレーターの佐原さんをは
じめ，多くの方に褒めていただくことができて，とても嬉しかった
です。ここまでたどり着くのは大変でしたが，今回のナレーション
で「やればできるんだ」ということが分かり，挑戦して良かったと
思いました。
高 1 佐藤志保（第 26 期生）

◆第 26 回定期演奏会 （2015/8/29）

◆第 26 回定期演奏会 （2015/8/29）

第 26 回定期演奏会 新聞記事
中日新聞（2015/8/30）

第 26 回定期演奏会 新聞記事
静岡新聞（2015/9/1）

◆浜松葵ライオンズクラブ CN40 周年記念式典（2015/9/12）

◆デイサービスぬくもり敬老会 （2015/9/19）

◆浜松南ライオンズクラブ CN35 周年記念式典 （2015/9/23）

◆浜松市民合唱祭 2015 （2015/9/27）

◆第 26 回定期演奏会 （2015/8/29）
スタッフ

◆第 36 期生入団式 （2015/4/12）

今後の予定

（2015.12～）

2015 年

12 月 13 日 JA とぴあ浜松合併 20 周年記念大感謝祭 in ソラモ
16 日 浜松葵ライオンズクラブ クリスマスコンサート
18 日 浜松南ライオンズクラブ クリスマスコンサート
20 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
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 クリスマスコンサート

2016 年

1 月 23 日 ひかりチャリティー夢コンサート Vol.20（福祉交流センター）
31 日 ニューイヤー舞踏会 in 2016 Winter（あいホール）
3 月 25 日 浜松ホストライオンズクラブ 例会コンサート
4月 4日

新曲発表コンサート・レコーディング（銀座ヤマハホール）

7 月 17 日 創立 35 周年記念演奏会（アクトシティ浜松 中ホール）

東日本大震災義援金寄託
中日新聞（2015/9/29）

（上段左より）稲垣英子（ピアニスト），荒川怜美（振付）
荒川美幸（振付），田口よし子（事務局）
（下段左より）久保田世津子（教育指導），初村則子（団長）
稲垣知央（教育指導）

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。

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
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 28 年度）
準団員：幼稚園・保育園 年中・年長の男女（平成 28 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。
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：080-9118-1891
Web：http://homepage3.nifty.com/lionet/
Mail：lionet1981@rx.tnc.ne.jp

浜松ライオネット児童合唱団
2015 年度 ライオネットだより
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