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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 （2016/12/24）

（2017/6/17）

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
発足した当合唱団は，皆様のご支援のおかげで，今年創立 37 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。
2017 年もさまざまなステージに出演しました。夏の定期演奏会は，歌と楽器が織りなす楽しさや音楽の迫力を感じてほしいと願い，
吹奏楽やパーカッション奏者との共演を行いました。リハーサルで急に泣き出してしまった子がいました。生まれて初めて間近で大き
な音を聴き，びっくりしてしまったのです。秋には「エデンの園」でのミニコンサートで，お元気な高齢者の皆様と文部省唱歌を一緒
に歌い，温かなひと時を過ごしました。またドイツのハノーバー少女合唱団を含めた 5 団体によるコンサートにも出演しました。それ
らのひとつひとつが団員それぞれの貴重な経験になったと思います。
2018 年は，浜松市と観光交流都市協定を締結している台湾の台北市に行き，現地の学校の生徒さんとの交流コンサートを行う予定
です。子どもたちの心を映す澄んだ歌声を目指して，今後も精進を重ねてまいります。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

浜松ひかりライオンズクラブ

浜松さくらライオンズクラブ

活動報告

2016 年 12 月

2016.12〜2017.11

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

ドルチェウィンドオーケストラ「スプリングコンサート」

3 月 浜松ホストライオンズクラブ 例会コンサート
2016 年 12 月

コール・アコールとのクリスマスコンサート

4月

第 38 期生入団式

6月

第 28 回定期演奏会

浜松南ライオンズクラブ クリスマスコンサート

浜松さくらライオンズクラブ認証状伝達式

デイサービスぬくもり「ありがとう会」

7月

街かどコンサート in ソラモ

浜松ひかりライオンズクラブ クリスマスコンサート

9月

エデンの園 ミニコンサート

浜松葵ライオンズクラブ クリスマスコンサート

10 月

ハーモニーの饗宴（ハノーバー少女合唱団他との交流コンサート）

遠鉄百貨店 クリスマスコンサート

11 月

ふじのくに芸術祭 2017 合唱コンクール

◆コール・アコールとのクリスマスコンサート

（2016/12/11）

◆浜松南ライオンズクラブ クリスマスコンサート （2016/12/16）

◆浜松ひかりライオンズクラブ クリスマスコンサート（2016/12/17）

◆デイサービスぬくもり「ありがとう会」 （2016/12/17）

◆浜松葵ライオンズクラブ クリスマスコンサート （2016/12/19）

◆遠鉄百貨店 クリスマスコンサート （2016/12/23）

◆はままつフラワーパーク クリスマスナイト コンサート （2016/12/24）

◆ドルチェウィンドオーケストラ「スプリング コンサート」（2017/2/19）

◆第 38 期生入団式

（2017/4/9）

私は 5 歳の時に入団しました。遠鉄百貨店の前で，自分と同じく
らいの子が歌ったり踊ったりしているところを見て，楽しそうだな
と思ったのがきっかけです。それから 12 年，様々なことを経験し，
たくさんの思い出ができました。ポーランドや東京，大阪へ演奏旅
行に行ったことなど，楽しく，印象深い思い出も多くありますが，
振り返ってみると，より良い演奏を目指して一生懸命歌ってきた毎
週の練習が，一番の大切な思い出です。発声や強弱，言葉などに注
意して歌うことや，勉強や部活との兼ね合いは難しく，毎回の練習は，
決して容易なものではありませんでした。しかしそれ以上に，この
難しさを乗り越えて良い演奏ができた時の達成感は，かけがえのな
いものであり，今の私の原動力となっています。最後になりますが，
この 12 年間，いつも送り迎えをしてくれ，美味しいお弁当と励ま
しの言葉で私を支えてくれた両親，厳しくも優しいご指導で私を成
長させて下さった先生方，いつも一緒に練習を頑張ってきた団員の
みんなには，本当に感謝しています。いろいろな人の支えにより，
長い間この合唱団で楽しく歌えたことは，とても幸せなことです。
高３

佐藤 志保（第 26 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 （2016/12/25）

◆浜松ホストライオンズクラブ 例会コンサート （2017/3/24）

◆第 28 回定期演奏会 （2017/6/17）
定期演奏会では，練習の中で得たものを生かし，ベストを尽くせ
ました。私は友達や祖母など，たくさんの人に見に来てもらいまし
た。みんな「良かったよ」と声をかけてくれ，頑張って良かったと
思いました。私は今回初めてアルトパートを一人で歌いました。本
番前，ソプラノ・テノール・バスに負けないように声を出すととも
に，「きれいにハモらないといけない」というプレッシャーに押し
つぶされそうになりました。そんな時に，仲間が声をかけてくれた
り，音程を確認してくれたり，たくさんのことをしてくれました。
それに励まされ，本番を無事終えることができました。「仲間の力
は偉大だな」と，今回改めて感じました。こんな仲間と一緒に合唱
ができてよかったです。
高２ 石山 瑞季（第 36 期生）
ていきえんそうかいは，合唱団に入ってはじめてのえんそう会で
した。リハーサルでぶたいに立ったときは「こんなに大きいホール
でやるんだ」とびっくりし，「早くおきゃくさんの前で歌いたいな」
と思いました。本番ではドキドキしました。おきゃくさんの顔は，
よく見えませんでした。先生方に教えていただいた“え顔で歌うこと”
をがんばりました。これからも，“え顔” でみんなと歌いたいです。
小３

井口 海（第 38 期生）

◆浜松さくらライオンズクラブ 認証状伝達式 （2017/6/25）

◆エデンの園 ミニコンサート

第 28 回定期演奏会 新聞記事

◆街かどコンサート in ソラモ

（2017/7/9）

◆ハーモニーの饗宴 （2017/10/6）

（2017/9/16）

中日新聞（2017/6/18）

熊本地震災害義援金寄託
スタッフ

団長・指揮：初村則子
ピアノ：稲垣英子
事務局：田口よし子

静岡新聞（2017/7/27）
教育指導：稲垣知央
振付：荒川美幸，荒川怜美

新入団員募集
第 28 回定期演奏会 新聞記事
静岡新聞（2017/6/20）

今後の予定
2017 年

12 月 3 日
9日
10 日
16 日
20 日
21 日
23 日
25 日

（2017.12～）

浜松市楽器博物館 音楽の広場 ミニコンサート
第 50 回暴力追放と交通事故，薬物乱用防止市民大会
はままつフラワーパーク クリスマスナイトコンサート
浜松ひかりライオンズクラブ クリスマスコンサート
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
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

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 年中園児～中学 3 年生（平成 30 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 & Fax：053-461-4118 080-9118-1891
Web：www.lionet.cc Mail：info@lionet.cc

2018 年

3 月 23 日 浜松ホストライオンズクラブ 例会コンサート
8月
第７回海外演奏旅行（台湾・台北市）

浜松ライオネット児童合唱団
2017 年度 ライオネットだより

2017 年 12 月 1 日 発行

