
合唱団 第２２期 （'22/3月～6月）  例  会  報  告  （３） 

・体操（奥村） ・発声（千秋） ・体操（奥村） ・発声（千秋） ・体操（奥村） ・発声（千秋） ・体操（奥村） ・発声（坂井先生みっちりと）

・練習曲　お試し練習「キエフの鳥の歌-二部合唱」 　第1部の曲を練習：日々草・春のメドレー・白樺・ 　千秋喜寿コンでの演奏曲'いのちの歌・'昴を練習

18:00～20:30 　(ロシアのウクライナ侵攻という情勢に対応にて) 18:00～20:30 　　母ボル・キエフの鳥の歌・U Boj!・朝露 18:00～20:30 　曲紹介練習：ウクライナは滅びず（ｳｸﾗｲﾅ国歌） 18:00～20:30

(指)本並 　第1部の曲を通して練習：日々草・春のメドレー (指)本並 　＜スーホの白い馬モンゴル楽団>との合同練習。 (指)本並  新指揮者=坂井威文さん指揮で'いのちの歌'を練習 (指)坂井

伊藤 　　白樺・母なるボルガをくだりて・U Boj!・朝露 伊藤 　１曲ご挨拶演奏「黒幕日(ヒムリー)」を披露 伊藤 　休憩時間に千秋森作品紹介演唱 13ｺﾝ感想述べ30分 (p)門

(p)門 ・劉偉さん合同練習「いのちの歌、歓びのナーダム」 (p)門 「歓びのナーダム」「昴」の合同演奏練習を実施 (p)門 　[鶴と亀]と[平和の歌で戦争やめさせよう]

・午前中は希望者向けレッスン（伊藤が対応） ・体操（立川） ・発声（森先生） ・体操（大畠） ・発声（森先生） ・体操（奥村） ・発声（坂井先生）

・出席：立川・千秋・宏司・吉田・更家・吉川、7名 ・春のメドレー,母なるボルガを下りて,Ｕ Boj!, ・フニクリ・フニクラを練習（～19時頃）

14:00～17:00 ・体操（奥村） ・発声（千秋） (指)本並・伊藤 ・昴はうたう,地雷ではなく花をください 14:00～17:00 18:00～21:00 ・休憩時、立川報告・岡邑報告有り

(指)本並 ・春のメドレー、白樺、方正の青い空、 (p)森 ・レッスン参加者19名(T1=4,T2=5,Br=6,Bs=4) (指)本並 (指)坂井 ・種子を練習（～20時10分頃）、引き続き

伊藤 ・ゆらゆら春、U Boj !、 ・体操（奥村） ・発声（嶋本先生） 伊藤 (p)森 ・いのちの歌を練習（～20時30分）

(p)森 ・いのちの歌、昴 (p)森

(指)伊藤

(p)森 ・レッスン参加者計27名 T1=8,T2=5,Br=8,Bs=6,

・体操（奥村） ・発声（千秋） ・体操（奥村） ・発声（森先生） ・体操（奥村） ・発声（千秋） ・体操（奥村） ・発声（千秋）

・練習曲　　キエフの鳥の歌 ・コンサート演奏予定の全曲を練習。 ・坂井氏は国鉄うた祭青年部ﾚｯｽﾝのため、16:30着。

18:00～20:30 　春のメドレー　昴はうたう 18:00～20:30 18:00～20:30 14:00～17:00

(指)本並 　U Boj !　　歓びのナーダム (指)本並 (指)本並 ・新入団 米田氏本人希望により本日はT2にて練習。 (指)坂井

伊藤 　方正の青い空　　 伊藤 伊藤 伊藤 ・坂井指揮にて、「地雷ではなく花をください」

(p)森 ※ 「いのちの歌」は時間切れで出来ず (p)森 (p)森 (p)森

・嶋本晃先生による声楽と合唱指導を受ける。 ・体操（奥村） ・発声（中村聖保先生） ・体操（?） ・発声（森先生）

・体操（岡邑） ・発声指導：嶋本先生 ・新曲「ワクワク」の６頁一部変更を紹介

14:00～17:00 ・練習曲　　日々草・春のメドレー 14:00～17:00 14:00～17:00 ・大阪南部合発曲２曲を練習 → 午後３時まで

(指)本並 　U Boj !・朝露 (指)本並 (指)本並

伊藤 　白樺・母なるボルガをくだりて・ 伊藤

(p)森 　キエフの鳥の歌 (p)森・門 ・レッスン後プログラムへの挟み込み作業を実施 (p)森

・体操（奥村） ・発声（中村先生） 【最終の通し練習日】

・練習曲　　第1部・第3部の曲を一通り、 ・体操と発声（中村聖保先生） 　　4月29日の定例レッスンは中止となりました。

14:00～17:00 　司会原稿読みを挟みながら実施、 18:00～20:30 ・練習曲　　第1部・第2部合同演奏・第3部の曲を 18:00～20:30

(指)本並 (指)本並 　司会原稿読みを挟みながら一通り実施、 (指)本並

伊藤 伊藤 ・ゲネ・本番別に舞台椅子設置要否を個人別に確認 伊藤

(p)森 (p)森・門 (p)森

→

・レッスン参加者計26名 T1=8,T2=6(商さんBR→T2
へ移動),Br=6+本並先生,Bs=5,(欠席者7名＝T1:石
野,鈴木、T2:米田、BR:岩崎,清水、BS:木越,土
井)、
出席率＝78%

１９日（日）

1３日（日）
１０日（日）

午前
10:00～12:30

・レッスン参加者計23名
T1=6,T2=6,Br=5+本並先生,Bs=5,(欠席者4名
=T1:鈴木、T2：無し、BR:清水,仲谷、BS:木
越、
出席率＝85%

・レッスン参加者計26名
T1=8,T2=5,Br=8,Bs=5,　（出演予定者中の欠席
者＝BS:丹下）

1８日（金） １５日（金） ２０日（金）

２９日（日）

特別強化
レッスン

直前通し
リハ－サル

・レッスン参加者計22名 T1=8,T2=4,Br=5,
Bs=5,　（欠席者7名＝T1:山本直一,T2:寺脇、
BR:清水,仲谷,西村、BS:丹下,はが,）

・レッスン参加者計24名 T1=8,T2=5,Br=7,
Bs=4,　（出演予定者中の欠席者＝Br:清水、BS:
木越,丹下）

・レッスン参加者計23名
T1=8,T2=5,Br=6,Bs=4,（欠席者4名＝BR:仲谷,西
村、BS:木越,光本）

・それまでは伊藤が代行指導
・練習曲目：日曜団員練習の３曲
・種子を練習（15:40頃～16:30）

３日（金）

・13回コン出演予定者全員レッスン参加
参加者計27名 T1=8,T2=5,Br=8, Bs=6,

昴
３月度 ４月度 ５月度　（最下段は４月最終レッスン日欄） ６月度

・レッスン参加者計22名 T1=7,T2=5,
Br=5, Bs=5,（欠席者5名＝T1:小西,T2:無、
BR:岩崎,清水,西村、BS:木越）、
出席率86%

新入団1名有。
米田様 取り敢
えず,T1で練習

・レッスン参加者計20名
T1=6,T2=4,Br=5+本並先生,Bs=4,、(欠席者7名
=T1:山本宏,T2:寺脇,米田、BR:清水,吉川、BS:
木越,光本)、出席率＝74%

・新曲3曲を練習。フニクリ・フニクラ（6/3譜面配
布）、種子（たね）、ワクワク、の３曲。
譜読み時から譜面記載通りを意識して歌う練習。

・大阪南部合発２曲を一通り歌った。
地雷ではなく花をください、いのちの歌、の2曲。
「地雷ではなく・・・」歌い始めの一部分、伸ばし
方を短くしないで、元の譜面通りの音符長さで歌う
ように、指導されました。

・レッスン参加者計23名 T1=8,T2=5,Br=6,
Bs=4,　（予定外欠席者5名＝T1,T2:無し、
BR:清水,西村、BS:木越,丹下,はが,）

４日（金） １日（金） ６日（金）

1５日（日） 1７日（金）

特別強化
レッスン

・レッスン参加者計27名 T1=8,T2=5,Br=8,
Bs=6,　（予定外欠席者2名＝T1:山本直一,T2:無
し、BR:無し、BS:はが,）

１０日（日）
午後

2:00～5:00 ・第3部演奏予定曲＆「キエフの鳥の歌」を嶋本先
生からの助言をもらいながら練習した。

・本日より日曜団員応募者もレッスンに参加

・レッスン参加者計17名 T1=4,T2=5,Br=4,Bs=4,(欠
席者11名＝T1:小西,鈴木,千秋,山本,米田、T2:無、
BR:岩崎,奥村,仲谷,吉川、BS:木越,光本)、66%

日曜団員：石野(T1),商(Br),土井(Bs)、団員→日曜団員は6月度から記載予定

・新曲「種子」の音取り練習を開始。
・推進委員会で決められた３曲「川の流れのよう
に」「昴」「キエフの鳥の歌」の３曲もレッスンし
た。
・千秋喜寿コンでの演奏曲'いのちの歌・'昴を練習

・新曲「種子」「ワクワク」の音取り練習に多くの
時間を費やして実施。
・千秋喜寿コンでの演奏曲'いのちの歌・'昴を練習

２０日（日）

・レッスン参加者計24名
T1=8,T2=6,Br=5,Bs=4,(欠席者4名＝T1:無し、
T2:無し、BR:清水,仲谷、BS:木越,丹下)、86%

１７日（日）

４月
２９日（金）

・レッスン参加者計22名
T1=8,T2=7(米田さんT1→T2へ),　Br=4,Bs=3,
（欠席10名＝T1:小西,山本直、BR:奥村,清水,
西村,向井、BS:木越,丹下,土井,東尾）、出席
率＝69％

・３～５時茶話会、・本並先生ご苦労様、新入団員
歓迎、新指揮者歓迎、13回コン＆千秋喜寿コンにつ
いて

２１日（木）

・レッスン参加者計26名 T1=8,T2=5,Br=7,
Bs=6,（出演予定者中の欠席者１名＝Br:西村）

・コンサート当日の司会(中村)を影マイク部分を含
む全MCを入れながら、プログラム順に全曲を通し練
習した。

・曲目により、大きなミスや乱れがあったと思われ
る部分のみを取り出して追加練習をしながらの練習
となった。

・レッスン参加者計26名
T1=8,T2=5,Br=8,Bs=5,（欠席1名＝BS:木越）

２７日（日）


