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ご 挨 拶                                             
    
   宮城大学管弦楽団・ＭＹＵ杜の混声合唱団 音楽総監督   渡部 勝彦 

    

    長年の夢がついに実現！ 

    

 

     宮城大学前々学長馬渡先生と佐治順子教授（著名な音楽療法の研究家）から、宮城大学に管弦楽団を設立 

することは可能かとのご相談を受けたのは 2004年のことであった。当時の私は、まだ宮城教育大学（以後宮教大 

という）で教鞭を執っており、宮城教育大学管弦楽団（以後,宮教大オケという）の創設者としても多方面で活動を 

していた時であり、忙しい最中のことであったし、宮城大学がどのような大学なのかという知識もなかったので戸惑 

いを感じたが、佐治先生のご協力を得ながらという条件でお引き受けすることになった。 

大学におけるオーケストラ活動の趣旨目的と言えば、多くの仲間（団員）と一緒に音楽を創り上げる共同作業を 

通して団結力や集中力の育成を図ることに加え、古典の名曲の演奏を通した美的感覚や価値観の育成にあると 

考えている。このような文化的活動は、これから社会に出ていく宮城大学の学生、特に看護学を学ぶ諸君にとって 

は、情操教育の一環として特に重要であると馬渡先生や西垣前学長も考えたのではないかと勝手に解釈している。

しかし、あれから１４年も経過したが、宮教大のように音楽科に相当するコース等が無いためか苦難の道をたどる 

ことになった。宮教大に在籍していたころには、大学間交流という名目で宮教大オケの全面協力のもと、何回かの 

定期演奏会を日立システムズホール仙台（市青年文化センター）コンサートホールなどで開催して何とか切り抜 

けてきたが、オーケストラ活動に必要な団員（最低４０名程度）を一度も得ることが出来ずに今日まで来てしまった 

のである。しかし、４年前に入団した学生（現４年生）が団員確保のために積極的に活動してくれたことを機に、オ- 

ケストラ内に活気が生まれ、現在では団員が３０名近くにも膨れ上がってきている。まだまだ人数は不足しているが 

日常の練習がこれまでになく充実するようになってきたことは、何とも喜ばしいことである。 

さて、オーケストラ設立の趣旨・目的として古典の名曲をプログラミングすることは重要なことであったが、上述 

のようにほとんど自前での演奏がようやく可能になり始めている。前回の「第７回第九演奏会」では、エマイユ・フィ 

ルハーモニックの賛助を借りながらも、重要なパートを宮城大生で占め、ベートーヴェンの「エグモント」序曲を演 

奏した。今回の演奏会では、さらに一歩前進して、団員にとって初めての試みとなるモーツァルトの名曲、ピアノ協 

奏曲第２０番第１楽章、そしてシューベルトの代表的作品である「未完成」交響曲の全楽章に挑戦する。このことは、 

宮城大オケの歴史の中では画期的な出来事で、これからのオケの未来に直結する演奏会になると思っている。 

なお、ピアノ協奏曲のソリストには私の教え子、猿橋麻里子さんにお願いした。財政難のこともありボランティア出 

演ということで了解を頂いたが、心苦しいことである。この場をお借りして猿橋さんに心から謝辞を述べたい。 

宮城大オケとMYU杜の混声合唱団との共演はこれまで数々の実績を残してきたが、本日お出でいただいた 

皆様には、合唱のすばらしさに加え、オーケストラが奏でる名曲の魅力と猿橋さんの素晴らしいピアノ演奏を堪能 

して頂けたら幸いと期待している。 
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ＭＹＵ杜の混声合唱団 音楽監督  相澤 富美江 

                                                                     
  本日はご来場いただきありがとうございます。今年 7月、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」がユネ 

スコの世界遺産に登録されました。日本に本格的に西洋の音楽が入ってきたのは明治時代ですが、それ以前 

にも日本にキリスト教が伝来した時代に「キリシタン音楽」がもたらされました。日本で初めて西洋の合唱が歌わ 

れたのもその頃とされています。西洋音楽の源流は「グレゴリオ聖歌」といわれています。グレゴリオ聖歌は単旋 

律でしたがその後多声音楽が生まれ、ルネサンスに合唱音楽が花開き発展してきました。第１部の前半では西 

洋で育まれてきた合唱曲に初めて挑戦致します。３曲とも小品でありながら素晴らしい名曲です。第１部の後半 

では日本の唱歌のメドレーを歌います。いずれの唱歌も 100年以上前に作られたものですが、歌われている日 

本の心、情景は、現代の私たちの心にも響きます。 

 それぞれの曲の持つ世界を、美しい合唱の響きで作り上げることが出来ればと思っております。 

     

    

宮城大学管弦楽団 団長 堀川 瑠七 

   
   団長を務めさせて頂いております、堀川瑠七です。この度は合同演奏会にお越し下さりありがとうございます。 

私たち管弦楽団は、結成当初は団員が１名という状態でした。しかし努力の末、現在では宮城大学生２４名で活 

動させて頂けていることを、大変嬉しく思っております。私たちは、宮城大学生と社会人で構成された宮城大学 

管弦楽団として、宮城大学大和キャンパスを拠点として練習を行っております。主な演奏活動として、年末恒例 

の「第九」コンサート、ＭＹＵ杜の混声合唱団と合同で毎年秋に活動している定期演奏会、周辺地域の市民セン 

タ―における「ふれあいコンサート」などに参加させて頂いております。今年度は新入生が６名入団致しました。 

新入生をはじめ、我が楽団には初心者から経験者、さらには大学で楽器を変えたといった様々な団員が揃って 

おります。今回の演奏会に向けて各々練習に励んでまいりましたので、ぜひ演奏をお楽しみ下さい。 

    

    

ＭＹＵ杜の混声合唱団 団長 江橋 健一 

    
平成年号最後の 1年となる今年は、豪雨、猛暑、台風そして大地震と、日本列島北から南まで大災害に見舞 

われた特異な年として後世に永く語り継がれることでしょう。それだからというわけではないのですが、今回の演奏 

会では教会音楽（あるいは宗教音楽）3曲を取り上げています。これまでは、日本の童謡、抒情歌、ポップス、民謡 

など、一般に知られた曲の演奏が殆どでしたので、合唱の起源をたどれば教会音楽に行きつくことは理解していて 

もラテン語での発声も求められる教会音楽に、特に高齢団員の間では、正直、抵抗感もありました。 

それでも練習を重ねるうちに、その美しい音色と厳かな調べに心惹かれるようになり、これも高齢を幸齢とポジティブ 

思考する我が合唱団の持つアトモスフィアの賜物かと得心するに至りました。 

各地被災地への鎮魂の祈りとともに、被災された多くの人々の心身の安寧への願いを込めて演奏させて頂きます。 
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プログラム                                       

 

【第 一 部】 ～ 合唱の響き ～  

                                    

    指揮： 相澤 富美江  ピアノ： 市川 恵美  合唱： ＭＹＵ杜の混声合唱団 

 

◎合唱の歴史をたどって～珠玉の合唱曲～ 

Ⅰ 「主よ、人の望みの喜びよ」                  Ｊ．Ｓ．バッハ 作曲 

Ⅱ 「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 Ｋ６１８            Ｗ．Ａ．モーツァルト 作曲 

Ⅲ 「ロークス・イステ」 ＷＡＢ ２３                Ａ．ブルックナー 作曲 

 

◎混声合唱のための唱歌メドレー 「ふるさとの四季」       源田俊一郎 編曲 

 

＊＊＊  ≪休 憩 ≫ ＊＊＊ 

 

【第 二 部】 ～ オーケストラの響き ～ 

 

     指 揮 ：  渡部 勝彦   

ピアノ :  猿橋 麻里子   演奏： 宮城大学管弦楽団 

 

Ⅰ  ピアノ協奏曲第２０番 ニ短調 Ｋ４６６ 第１楽章   Ｗ．Ａ．モーツァルト 作曲 

 

         Ⅱ  交響曲第７番 ロ短調 Ｄ７５９ 「未完成」        Ｆ．Ｐ．シューベルト 作曲 

 

 

【第 三 部】 ～オーケストラと合唱の響き～ 

 

     指揮： 渡部 勝彦   

演奏： 宮城大学管弦楽団   合唱： ＭＹＵ杜の混声合唱団   

 

    Ⅰ 「Ｌｅｔ‘ｓ ｓｅａｒｃｈ ｆｏｒ ｔｏｍｏｒｒｏｗ」      堀 徹 作詞  大澤 徹訓 作曲 

Ⅱ 「少年時代」  井上 陽水 作詞 井上 陽水・平井 夏美 作曲 今村 康 編曲 

    Ⅲ 「秋桜」                    さだ まさし 作詞・作曲  今村 康 編曲 

Ⅳ 「群青」            福島県小高（おだか）中学校平成２４年度卒業生 作詞 

小田 美樹 作曲   信長 貴富 編曲     

Ⅴ 「負けないで」       坂井 泉水 作詞  織田 哲朗 作曲  今村 康 編曲 
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演奏曲解説                                      

 

【 第 一 部 】   合唱の響き          

                              

◎ 合唱の歴史をたどって ～珠玉の合唱曲～ 

 

Ⅰ 「主よ、人の望みの喜びよ」                     Ｊ．Ｓ．バッハ 作曲 

        音楽の父と言われるＪ．Ｓ．バッハにより、１７２３年に作曲された１０曲からなる教会カン 

タータ第１４７番の終曲のコラールが、「主よ、人の望みの喜びよ」である。 

コラールは教会に集まった民衆も一緒に歌う賛美歌で、「イエスこそ私の変わらざる喜び

である。」と歌われている。 

 

    Ⅱ 「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 Ｋ６１８            W．Ａ．モーツァルト 作曲 

        １７９１年にモーツァルトによって作曲されたモテット。妻のコンスタンツェの療養を世話 

した合唱指揮者アントン・シュトルへの感謝のために作曲された。わずか４６小節の小品 

だが、キリストへの感謝と賛美を表し、モーツァルト晩年の傑作と言われている。 

モーツァルトは交響曲、オペラ、ピアノ協奏曲などあらゆるジャンルで作曲しているが、 

教会音楽はモーツァルトの基礎になっており、有名なレクイエムなどをも作曲している。 

この曲は、モーツァルトが完成させた最後の教会音楽といえる。 

 

    Ⅲ 「ロークス・イステ」 ＷＡＢ ２３                 Ａ．ブルックナー 作曲 

        オーストリアの作曲家、オルガニストで宗教音楽の大家であるブルックナーによって作曲 

        された。ブルックナーは合唱指揮者としても手腕を発揮した。 

「ロークス・イステ」は１８６９年新リンツ大聖堂の献堂式で発表され「あなたのいる、この場所 

は神によって作られた。」と歌われている。 

 

 

◎ 混声合唱のための唱歌メドレー 「ふるさとの四季」      源田俊一郎 編曲 

 

      国立音楽大学卒業の作曲家、源田俊一郎編曲の唱歌メドレーで「故郷」「茶摘み」「村祭」 

「冬景色」など１２曲で構成されている。 

唱歌の中に込められた、自然の美しさや文化、人々の愛情、などを歌い継いで欲しいとの 

編曲者の思いが感じられる。 
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歌 詞 対 訳 

 

 

「主よ、人の望みの喜びよ」 

Jesus bleibet meine Freude, 
Meines Herzens Trost und Saft. 
Jesus wehret allem Leide, 
Er ist meines Lebens Kraft, 
Meiner Augen Lust und Sonne, 
Meiner Seele Schatz und Wonne; 
Darum laß ich Jesum nicht 
Aus dem Herzen und Gesicht. 
 

 

 

「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 

Ave verum corpus  
natum de Maria Virgine.  
Vere passum immolatum  
in cruce pro homine. 
cujus latus perforatum  
unda fluxit et sanguine.  
Esto nobis praegustatum 
in mortis examine. 
 

 

 

「ロークス・イステ」 

Locus iste a Deo factus est  
inaestimabile sacramentum  
irreprehensibilis est. 

 

イエスはいつも私の喜び、 

私の心の慰めであり活力である。 

イエスは全ての苦悩を防いでくれ、 

彼は私の命の力、 

私の目の喜びであり太陽、 

私の魂の宝であり歓喜、 

それゆえ私はイエスを離さない、 

心と視界から。 

 

 

 

 

めでたし、真の御体よ、 

おとめマリアから生まれた体よ。 

本当に苦しみを受け、犠牲となられた、 

人類のために十字架上で。 

刺し貫かれたその脇腹から 

水と血が流れ出た。 

私たちに(天国の幸福を)前もって味わわせ

て下さい、死の試練の時に。 

 

 

 

 

この場所は神によって作られた、 

計り知れない秘跡、 

それは非の打ち所がない。 

 

 

 



6 
 

【 第 二 部 】   オーケストラの響き         

                                       

Ⅰ  モーツァルト   ピアノ協奏曲第２０番 ニ短調 Ｋ４６６ 

 

  モーツァルトはピアノの名手ということもあり、ピアノ協奏曲は２７曲書いているが、短調の 

曲はこの２０番と２４番だけである。華やかさが求められた当時の協奏曲の中で、この２０番は 

それまでの彼の協奏曲にみられない、暗く不安げな旋律と劇的な展開、厳しさや激しさの      

入り混じった感情など、強い表現性を持っている。今回は、第一楽章だけの演奏となる。 

 

 

Ⅱ  シューベルト   交響曲第７番 ロ短調 Ｄ７５９ 「未完成」 

 

       シューベルトの〈未完成〉交響曲は１８２２年に作曲された、というかその年に着手され、未

完成のまま残ってしまった。自筆のスコアには、１８２２年１０月３０日の文字が記されている。 

この交響曲が何故未完成のままになってしまったかについては、ロマンティックな推測から 

アカデミックな論証まで数多くの考えが示されているが、今もって真相はわかっていない。 

       ただ、状況はこうだった。シューベルトはグラーツ楽友協会から「名誉ディプロマ」をわずか 

２５才の時に授与された。その返礼として同協会の知人アンゼルム・ヒュッテンブレンナー 

へ２楽章の楽譜を贈った。ヒュッテンブレンナーは残りの２楽章もいずれ届くものと思ったの

か、そのまま放置しておくうちに、シューベルトは３１歳の若さで亡くなってしまった。その後 

しばらくして埋もれていた作品が相次いで見つかり、４７年後の１８６５年に初演された。 

        

 

【 第 三 部 】  オーケストラと合唱の響き     

                                

    Ⅰ 「Let‛s search for tomorrow」   堀 徹 作詞  大澤 徹訓 作曲 

      １９８９年の作品で、中学校の合唱コンクールや卒業式などでよく歌われ、「すばらしい 

明日を探しにゆこう。」と若々しく未来に向かう曲になっている。  

 

Ⅱ 「少年時代」 井上 陽水 作詞 井上 陽水・平井 夏美 作曲 今村 康 編曲 

      １９９０年の作品で井上陽水の代表作のひとつ。同名の映画の主題歌として、漫画家の 

藤子不二雄から依頼された。「風あざみ」「宵かがり」「八月は夢花火」などの言葉は、詩情 

をかきたて、楽しかった少年時代の日々が思い起こされる。陽水の詩人としての才能が存 

分に発揮されたものとなっている。 

    

Ⅲ  「秋桜」      さだ まさし 作詞・作曲  今村 康 編曲 

      １９７７年に発表され、山口百恵の楽曲としてよく知られ、作曲者のさだまさしや平原綾香 

など多くの歌手に歌われている。 

「秋桜」は、さだまさしは当初、コスモスの和名である「あきざくら」とするつもりだったようだ。 

嫁ぐ女性の心境や情景を歌った名曲として今も歌い継がれている。 
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     Ⅳ  「群青」  福島県小高（おだか）中学校卒業生 作詞 小田 美樹 作曲 信長 貴富 編曲  

小高（おだか）中学校平成２４年度卒業生と音楽教諭小田美樹によって作られた曲。                

「平成２４年度の卒業生は震災当時の１年生。１０６名いた学年の生徒のうち、２名が津波の犠 

        牲になり、９７名が、その後の原発事故による避難のため、北海道から長崎まで散り散りになっ 

た。全国に散っている群青の子は、群青の町で再び集う日を思い描き、今日も同じ空を見上 

げて頑張っている。いつか、あの美しい小高で再会できる日を信じて。」 

                                           小田美樹「群青の子ら」より抜粋 

 

     Ⅴ  「負けないで」  坂井 泉水 作詞  織田 哲朗 作曲  今村 康 編曲 

     ＺＡＲＤの女性歌手坂井泉水作詞の１９９３年の作品。日テレ２４時間マラソン、甲子園選抜 

      でも歌われた。 

      「あの日のように、輝いているあなたでいてね。」と遠くから応援し続けてくれる、美しい女性の 

      存在が皆を励ましてくれる。 

 

 

 

 

 

ソリスト・指揮者・指導者・プロフィール                      

 

猿橋 麻里子 （宮城県芸術協会会員 ピアニスト）                         

宮城教育大学卒業、同大学音楽教育専修終了。「音楽教育」及び「障害児

教育」履修、音楽教育専修免許及び特別支援学校教諭専修免許取得。 

桐朋学園大学音楽学部音楽療法特別講座修了。 

これまでに、ポーランド・クラクフ室内管弦楽団、ウイーン・グスタフ・マーラー

弦楽四重奏団、エマイユ・フィルハーモニー管弦楽団他、多数のソリストを務

める等、様々なコンサートに出演する。２０１３年１１月第２回ＦＵＧＡ国際音楽コ

ンクールにおいて、金賞・準プリミエ賞受賞。2014年３月盛岡・仙台にて リ

サイタルを開催。 ベルリンにてハンス・アイスラーベルリン音楽大学教授ゲ

オルグ・サヴァ氏より推薦状を取得。 

現在、茶畑男声合唱団他の合唱団専属ピアニストや音楽療法を取り入れた

病院コンサート、宮城県のアウトリーチ活動等のアンサンブル活動、またピアノ指導や審査員等を行う他、ピ

アノを通して「癒やすこと」を目標とし、精力的に活動している。 

      東北大学大学院医学系研究科非常勤講師、宮城県芸術協会会員、日本ショパン協会東北支部特別会

員、ピティナ指導者会員、日本アレンスキー協会会員、アリアピアノ教室主催。 
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渡部 勝彦  （宮城大学管弦楽団及び MYＵ杜の混声合唱団音楽総監督）       

    １９７２年に渡米後、バトラー大学、シンシナティー大学大学院、イン

ディアナ大学大学院博士課程各音学部に学費全額免除特待生とし

て入学。 １９８１年、インディアナ大学博士課程を単位取得退学。同

年８月、ウイスコンシン州にて開催された「全米第８回指揮コンクール」

優勝。１９８３年４月、山形交響楽団常任指揮者に就任し、毎年 100回

を超える演奏会や１９９０年３月に行われた東京サントリー・ホールにお

ける「山形交響楽団東京特別公演」の指揮を担当するなど、１１年間

にわたって同交響楽団の発展に尽力。１９８５年９月、宮城教育大学

教育学部助教授に就任。翌年２月に宮城教育大学管弦楽団を創設。１９８８年４月、山形交響楽団専

属「楽友合唱団」を設立。2004年、東北大学非常勤講師及び宮城大学客員教授（後に特任教授）に

就任。同年宮城大学管弦楽団を設立。2011年よりベートーヴェンの交響曲第 9番（通称「第九」）を、

ＭＹＵ杜の混声合唱団との合同で 7年連続公演を実施し、今年 12月に第 8回目を演奏する。 

指揮以外の活動として、毎週放送の東北放送ラジオ番組「渡部勝彦の音楽レストラン」のパーソナリ

ティーを１２年間務めたことに加え、宮城県文化振興財団・東北放送共催による「音楽レストラン」のラ

イヴ版「渡部勝彦の音楽レストラン・オン・ライヴ」パートⅠ～Ⅴを東京エレクトロンホール宮城（宮城県

民会館）で毎年開催し、いずれも満員の中、大好評を博した。加えて、各種コンクールの審査員、講

演会講師への出演、校歌や市民歌等の作曲、さらには(公社)宮城県芸術協会や仙台国際音楽コン

クール等を通したユニークな企画を多数手掛ける等、幅広い音楽活動を展開している。２０１１年３月

宮城教育大学退職。同年宮城県教育文化功労賞受賞。2014 年（公社）宮城県芸術協会功績者表

彰。2016年 3月、東北大学定年退職。 

現在、宮城大学客員教授、宮城教育大学名誉教授、(公社)宮城県芸術協会執行理事、宮城県栗

原市ドリーム・アンバサダ―(夢大使)、エマイユ・フィルハーモニック音楽総監督兼常任指揮者、混声

合唱団みやぎコーラルハーモニー音楽総監督兼常任指揮者、一関市民オーケストラ音楽監督兼常

任指揮者、宮城大学管弦楽団音楽総監督兼常任指揮者、ＭＹＵ杜の混声合唱団音楽総監督、二

本松市あだたら混声合唱団常任指揮者。 

 

相澤 富美江  （MYＵ杜の混声合唱団音楽監督・指揮者） 

    声楽家（ソプラノ）。東北大学文学部卒業。宮城教育大学大学院音楽教

育専修修了。声楽を板橋健氏に師事。また、O.W.コロ、K.グラーフ、K.ヴ

ィトマー等の各氏に指導を受ける。これまでジョイント・リサイタル２回、ソ

ロ・リサイタル１回、友人のピアニストと共にドイツ歌曲のリサイタルを２回

開催。その他、モーツァルト作曲「レクイエム」、フォーレ作曲「レクイエム」、

ヘンデル作曲「メサイア」等、宗教曲のソリストを含め、多数の演奏会に

出演。声楽の演奏活動の傍ら、合唱団の指導・指揮も行っており、２００６

年～２０１１年、「渡部勝彦の音楽レストラン・オン・ライヴ」Ⅰ～Ⅴ（宮城県

文化振興財団・東北放送主催）の県民参加特別合唱団、２０１１年より、宮城大学での第九演奏会の

合唱指導を担当。また、エキナカ大学（仙台市主催）等の市民講座の講師も務める。現在、宮城大学

非常勤講師、ＭＹＵ杜の混声合唱団音楽監督、混声合唱団みやぎコーラルハーモニー音楽助監督

兼指導者、女声合唱団フレンドハーモニー、コール・ひまわり各指揮者。（公社）宮城県芸術協会、オ

ルガンとカンタータの会、各会員。 
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市川 恵美 （ＭＹＵ杜の混声合唱団ピアニスト） 

 常盤木学園高等学校音楽科、宮城学院女子大学音楽科卒業。宮 

城教育大学大学院音楽教育専修修了。第 6 回東北青少年ピアノコ

ンクール銀賞受賞。第 22回日本ピアノコンクール入賞。第 114回日

演連推薦新人演奏会にて外山雄三指揮 仙台フィルハーモニー管

弦楽団と、第 37 回宮城教育大学管弦楽団定期演奏会にて、渡部

勝彦指揮 宮城教育大学管弦楽団と共演。ベルギーアンギアン国

際マスタークラスに参加、ジャン・ファシナ氏に指導を受ける。同マ

スタークラス修了コンサート出演。これまでにピアノを、千葉いくこ、 

浅野繁、佐藤俊、倉戸テルの各氏に、音楽表現を渡部勝彦氏に師事。現在、後進の指導に当たる

と共に、演奏活動を行っている。泉音楽院講師、聖和学園高等学校非常勤講師。ＭＹＵ杜の混声

合唱団ピアニスト。宮城県芸術協会正会員。 

～～～～～～～～～～～～～ 【今回の出演者】 ～～～～～～～～～～～～ 

宮城大学管弦楽団 

【第１ヴァイオリン】  佐藤 雪音  小田部 真珠    藤井 春奈    鈴木 陽香  ＊吉田 菜々子  

＊野邉 美香子   

   【第２ヴァイオリン】 庄司 宙希  西野 有  日野 舞  先崎 桃乃 中澤 律子 ＊高橋 真美  

   【 ヴィオラ 】    木村 陽奈  蓬田 祐理子    中島 幸子  ＊安田 史恵 

   【  チェロ  】   播磨 勤     藤井 里菜      山本 かれん    中島 佑       堀村 廣雄   

林 治秀   ＊長谷川 杏子 

   【コントラバス】    草苅 恭  ＊千葉 博紀  ＊猿橋 琉太 

   【 フルート 】   村上 真菜   

   【 オーボエ 】    ＊後藤 美幸     

      【クラリネット】      高橋 萌 

   【 ファゴット 】   堀川 瑠七                               （＊印 賛助出演） 

   【 ホルン  】   佐藤 寿々花 ＊西川 尚子 

   【トランペット】  ＊鈴木 明恵   

   【トロンボーン】   種橋 美和  ＊増田 希 

   【ティンパニー】   金山 舜介                       

MYU杜の混声合唱団       

【ソプラノ】 明石 久美子   安孫子 奈美   安保 かおる   太田 博子   岸 徳子 

菅井 成子     菅原 幸子    髙嶋 伸子    高塒 諭喜子  田中 美代子  

田村 詩桜子   中澤 律子    蓮沼 由美    本田 恵子   武者 真理 

町田 エミ    村中 淳子  

【 アルト 】 阿部 勝子    石渡 ひさ     木村 せつ子   熊谷 佳応子  髙田 玲子   

玉川 和子    東浜 由美子   西川 惠子    藤田 直子   松永 恭子   

三浦 いづみ   守屋 則子    山田 一子    渡沼 恭子 

【テノール】 安達 克美    門脇 孝      河合 研二    須栗 裕樹   髙橋 孝男   

名久井 敏男   水間 清蔵    吉田 誠      渡邊 邦雄 

【バ   ス】 氏家 正明    江橋 健一    太田 裕文    岸 昭正     嶋田 晶治   

清水 康彦    田中 良信    松下 茂      松永 忠久  
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大地讃頌  大木惇夫作詞 佐藤 眞作曲 「土の歌」より  

母なる大地のふところに 

われら人の子の喜びはある 

大地を愛せよ  

大地に生きる人の子ら  

その立つ土に感謝せよ 

平和な大地を 静かな大地を 

大地をほめよ  たたえよ土を 

恩寵のゆたかな大地 

われら人の子の 

大地をほめよ たたえよ土を 

母なる大地を たたえよ ほめよ 

たたえよ土を 

母なる大地を ああ 

たたえよ大地を ああ 

 

ふ る さ と  文部省唱歌 

うさぎ追いしかの山 小ぶなつりしかの川  

夢は今もめぐりて  忘れがたきふるさと  

いかにいます父母 つつがなしや友がき 

雨に風につけても 思いいずるふるさと 

志を果たして いつの日にか帰らん 

山は青きふるさと 水は清きふるさと 
 

         

MYU杜の混声合唱団 団員募集のお知らせ 

みなさん、ご一緒に歌いませんか！ 
年齢、経験は問いません。練習の合間には、音楽総監督の渡部先生が音楽に関する理論や歴史

的推移をわかりやすく解説。音楽監督の相澤先生が発声・歌唱指導を行うことで、初心者の方でもす

ぐに歌えるようになる楽しい合唱団です。また、音楽環境が完備している宮城大学講堂での練習や定

期演奏会開催に加え、宮城大学管弦楽団との共演もこの合唱団の大きな魅力になっています。 

 
練習場所： 宮城大学大和キャンパス本部棟講堂 

 練習日時： 毎週水曜日 18:50～21:00 

      会   費： 月額 2,000円（大学生以下 1,000円） 他に楽譜代、演奏会参加費が必要です。 

      問合せ先： 運営委員長 田中 良信 ☎090-8047-1218 

合唱団ウェブサイト： http://myuc.skr.jp/ 

まずはお気軽に、練習の見学にお越し下さい♪ 


