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浜松ライオネット児童合唱団

◆創立 35 周年記念演奏会 （2016/7/17）
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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 （2015/12/20）

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。1981 年に浜松市内のライオンズクラブの後援で
発足した本合唱団は，皆様のご支援のおかげで，今年創立 36 年目を迎えることができました。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。
2016 年は，4 月に東京銀座ヤマハホールで新曲発表兼 CD レコーディング（全日本合唱普及会主催）を行い，7 月に「創立 35 周年
記念演奏会」を開催しました。11 月には世界音楽の祭典 IN 浜松 2016「交流コンサート」に出演しました。共に出演したポーランド
や韓国の合唱団との交流は，子どもたちにとって楽しく貴重な体験となりました。また，グランシップで行われた「ふじのくに芸術祭
2016 合唱コンクール」に於いて，昨年に続き 2 年連続で “奨励賞” を受賞しました。2017 年は，2 月にドルチェウインドオーケス
トラの「スプリングコンサート」に出演し，6 月には「第 28 回定期演奏会」を開催する予定です。子どもたちの明るく澄んだ歌声を
お届けすべく，今後も精進を重ねて参ります。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
2015.12〜2016.11

2016 年 1 月

ひかりチャリティー夢コンサート Vol.20
ニューイヤー舞踏会 in 2016 Winter

3 月 浜松ホストライオンズクラブ 例会コンサート
4月

新曲発表コンサート・レコーディング
第 37 期生入団式

2015 年 12 月

JA とぴあ浜松合併 20 周年記念大感謝祭 in ソラモ
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
はままつフラワーパーク クリスマスナイトコンサート
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 クリスマスコンサート

◆遠鉄百貨店 クリスマスコンサート （2015/12/23）

◆浜松葵ライオンズクラブ クリスマスコンサート （2015/12/16）

◆浜松ホストライオンズクラブ 例会コンサート （2016/3/25）

7月

創立 35 周年記念演奏会

9月

まちなかにぎわいコンサート in キタラ

10 月

第 10 回やらまいかミュージックフェスティバル（お披露目ステージ）
第 14 回市民文化フェスティバル 浜松市民合唱祭 2016

11 月

世界音楽の祭典 IN 浜松 2016

交流コンサート

ふじのくに芸術祭 2016 合唱コンクール（奨励賞受賞）

◆浜松グリーンライオンズクラブ クリスマスコンサート （2015/12/25）

◆浜松南ライオンズクラブ クリスマスコンサート （2015/12/18）

◆ひかりチャリティー夢コンサート （2016/1/23）

◆新曲発表コンサート・レコーディング （2016/4/4）
４/４日に東京の銀座ヤマハホールへ行って，「晴れるハレル」「た
からもの」
「ものがたりのキセキ」
「ぼくらのみらいがまっているから」
の 4 曲をはっぴょうして，CD を作りました。歌っていると汗をびっ
しょりかいたけど，がんばって歌いました。つぎの日は，国立かが
くはくぶつかんとげきだん四季の「ライオンキング」を見に行きま
した。セリフの声が大きくてビックリしました。「同じやくの人のう
ごきがそろっていてすごいなぁ」と思いました。
「新曲はっぴょうコンサート」の他にも，楽しいことがたくさんあっ
て，いい思い出になりました。
小 3 外村 ノエル（第 35 期生）

◆ニューイヤー舞踏会 in 2016 Winter （2016/1/31）
昨年ヤイトラーさんやオーケストラの皆さんと一緒に演奏したの
で，今回は懐かしさを感じながらも，より向上した演奏にしたいと
思って臨みました。この演奏会は長丁場でした。このような長時間
におよぶ演奏会では，集中力が必要で，気を抜かないことが，演奏
の成功につながるということを学びました。
高 3 野田 瑞穂 （第 29 期生）

◆創立 35 周年記念演奏会 （2016/7/17）
創立 35 周年記念演奏会には，良い演奏が出来るようにという強い
気持ちで練習を重ね，本番を迎えました。演奏後，指揮者の柴田真郁
先生や作曲家の山中千佳子先生，ライオンズの方に褒めていただけ，
とても嬉しかったです。
高校３年生が卒団し，私はリーダーとしてみんなの先頭に立ち，合
唱団を引っ張る立場になります。先輩がいない寂しさと不安で一杯で
すが，「また，うまくなったね。」と周りの方から言っていただけるよ
うに，１回１回の練習を大切にして，頑張っていきたいと思います。
高 2 佐藤 志保（第 26 期生）

◆世界音楽の祭典 IN 浜松 2016 交流コンサート （2016/11/3）
せかい音楽のさいてんのステージでは，
「我は海の子」
「虫の声」
「雪
の思い出」を歌いました。あまりきんちょうしないで歌えたのでよ
かったです。演奏のあと，海外から来た２つの合唱団の演奏を聞き
ました。ポーランドの合唱団は，小さい子がそく転しながら出てき
たので，とてもおどろきました。韓国の合唱団の演奏は，珍しい楽
器を使っていて「すごいなぁ」と思いました。こんしん会では，外
国の合唱団の人たちと交流ができ，楽しかったです。
小5

村上 ことり（第 37 期生）

◆第 14 回市民文化フェスティバル 浜松市民合唱祭 2016 （2015/10/30）
この合唱団に入り６年が経ちます。毎回楽しい練習をしながらも，
責任感が身についてきました。昨年の「ふじのくに芸術祭合唱コン
クール」では，全員の心が一つになり，奨励賞を受賞できました。
私はこれからも合唱を続けていきたいです。より良い合唱になるた
めに，先生方やリーダーの指示を聞き，学び，陰で支えて下さる事
務局や保護者の皆さんに感謝しながら，合唱団を引っ張っていける
ような団員になりたいです。
中 3 宮野 仁湖（第 31 期生）
私は小学校 3 年生の時に入団しました。10 年間でとても多くの経
験をしました。ＣＤレコーディング，ポーランドへの研修演奏旅行，
ミュージカルなど想い出深いものばかりです。最上級生という立場
になり，さらにリーダーとして臨んだコンクールは，順位がはっき
りついてしまうものだったので，直前まで歌の注意点を確認し合い
頑張った結果，「奨励賞」を受賞することができました。この結果を
聞いた時「本当に頑張って良かったな」と涙が止まりませんでした。
指導をしてくれる先生方，支え合う仲の良い団員，応援してくれる
両親，この中で合唱を続けてこられた事は幸せなことだと改めて感
じました。
高 3 岡本 麻衣（第 28 期生）
創立 35 周年記念演奏会でがんばったことが３つあります。一つ目
は「笑顔」です。みんなが「こうちゃん笑顔だよ！」と言ってくれた
ので，とてもがんばりました。二つ目は「あごを引くこと」です。ぼ
くはなぜかいつもあごを前に出して歌ってしまい，何回も注意されて
きました。今回の本番では，そこを意識しながら歌いました。三つ目
は「ドイツ語の歌」です。むずかしい言葉や子音や母音の発音練習を
がんばったので，本番は大成功でした。最後の「こんしん会」には，
たくさんの作曲家の先生方も出席してくれて，うれしかったです。来
年の定期演奏会が楽しみです。
小 4 広瀬 煌稀（第 36 期生）

◆第 37 期生入団式 （2016/4/10）

◆新曲発表コンサート・レコーディング （2016/4/4）
（中列中央は作曲家の山中千佳子先生）

◆まちなかにぎわいコンサート in キタラ （2016/9/25）

35 周年記念演奏会 新聞記事

今後の予定

◆第 10 回やらまいかミュージックフェスティバル（お披露目ステージ）（2016/10/9）

中日新聞（2016/7/21）

（2016.12～）

2016 年

12 月 16 日 浜松南ライオンズクラブ クリスマスコンサート
17 日 デイサービスぬくもり「ありがとう会」
浜松ひかりライオンズクラブ クリスマスコンサート
19 日 浜松葵ライオンズクラブ クリスマスコンサート
23 日 遠鉄百貨店 クリスマスコンサート
24 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
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

2017 年

2 月 19 日 ドルチェウインド オーケストラ「スプリングコンサート」
（アクトシティ浜松 中ホール）
6 月 17 日 第 28 回定期演奏会（アクトシティ浜松 中ホール）

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：www.lionet.cc Mail：info@lionet.cc

熊本地震災害義援金寄託 静岡新聞（2016/8/17）
スタッフ
（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（平成 29 年度）
準団員：年中・年長園児（平成 29 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。

浜松ライオネット児童合唱団
2016 年度 ライオネットだより
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