
宮城県合唱連盟 70 周年記念事業 
第 69 回宮城県合唱祭 について 

―兵庫県合唱連盟を迎えて― 

１．日時  平成２９年５月２８日（日）１０：１５ 開会予定（１９：４０ 閉会式） 

２．会場  多賀城市文化センタ－ 大ホ－ル・小ホ－ル 

〔 多賀城市中央 2－27－1 TEL 022－368－0131  FAX 022－368－0132 〕 

３．主催  宮城県合唱連盟 

４．共催  多賀城市教育委員会   多賀城市文化センター指定管理者 JM 共同事業体 

５．後援 宮城県 宮城県教育委員会 多賀城市 公益財団法人宮城県文化振興財団 

宮城県高等学校文化連盟 朝日新聞仙台総局 河北新報社  

カワイミュ－ジックショップ仙台

６．講師  小山 和彦  (作曲家・宮城学院女子大学教授) 

三野宮 まさみ (声楽家) 

千原 英喜  (作曲家) 

日比野 裕幸 (指揮者・宮城教育大学教授) （五十音順・敬称略） 

ご不明の点は、下記までお問い合わせください。 

早川 幹雄 （合唱祭実行委員長） 

TEL：０９０－７０６４－０５８１  E-MAIL：miyagi.chorala@gmail.com 



第 69回宮城県合唱祭 

１．当日の進行について 

・１０：１５より大ホールにて開会式を行います。

オープニングコーラスは、「大地讃頌」（佐藤眞 作曲）です。

［ピアノ：田村 聡子 ］ ※指揮者は現在調整中 

・大ホールと小ホール２会場同時進行で行います。

・各ホールとも午前１ブロック、午後２ブロックに分け、それぞれにブロック賞を設けます｡

・ブロック賞は各団の代表者１名と講師２名による投票で決定します。ブロック賞受賞団体には、

賞状が授与されます。

・各ブロックの表彰式終了後、ブロックの参加者全員で「わせねでや」（内海和江 作詩／ヒザシ 作曲

／内藤淳一 編曲）を合唱します。

・１３：０５より大ホールにて、兵庫県合唱連盟有志合唱団をお招きし、兵庫県・宮城県有志合唱団合同

演奏を行う「PRAY FROM MIYAGI －宮城からの祈り－」がございます。兵庫県合唱連盟委嘱作品「キャッ

チボール」、宮城県合唱連盟委嘱作品「つぼみをみあげて」は、演奏前に作詞者 和合亮一先生より、詩

の朗読が行われます。この合唱祭の為にはるばる歌いに来てくださった兵庫県合唱連盟有志合唱団とと

もに、宮城県合唱祭合同公募合唱団が、心を込めてうたいます。ぜひお聞きください。 

・全団体の演奏終了後、大ホールにて閉会式を行います。(例年行っておりますブロック賞受賞団体による

演奏は行いません。) 

クロージングコーラスは、「大地讃頌」（佐藤眞 作曲）です。

［ピアノ：尾澤 香織 ］ ※指揮者は現在調整中 

２． リハーサル及びブロックについて 

・リハーサルにつきましては別紙の通り､各ブロックの演奏が始まる前に終了していただきます。

・リハーサル室は、１団体あたり２０分使用することができます。

・リハーサル室に係員はおりませんので、時間になりましたらノックしてお入りください。なお、

終了時間を厳守してください。

・今回は、指揮者・ピアニストの重複、兵庫県合唱連盟との合同コンサート関連などの考慮点が多く、リ

ハーサルは演奏順ではありません。大変複雑なので、各団しっかり確認の上、移動は速やかに、時間厳

守でお願いします。 

・自団の参加するブロックにおいて、各団には、ブロック賞の投票と他団への講評をしていただきます。

ぜひ他の参加団体とご一緒にステージを盛り上げてください！

・「ブロック」は、下の表のとおりです。 

※毎年「会場に常に聴衆がいて良い雰囲気が作れた。」といった声が多く寄せられています。

ぜひ、今年もご協力をお願いします。

大ホール 小ホール 

午前 Ａ Ｂ 

午後１ Ｃ Ｄ 

午後２ Ｅ Ｆ 



※ピアノは、中央に固定です。移動はできません。 

３．情報交換コーナーについて 

  大ホールホワイエに情報交換コーナーを設けます。場所は合唱祭会場図を参照ください。 

パネル・長机を用意しますので、募集案内、コンサート情報など自由にご利用ください。利用団体は、

各自チラシ・ポスターなどをご準備ください。なお、残ったチラシ・ポスターは各団お持ち帰りください。 

 

４．昼食室について 

・昼食室は、３階の第２・３・４会議室です。昼食時は混み合いますので、譲り合いにご協力ください。

（ホール内、ロビーでの飲食は禁止です。） 

・終日開放しておりますので、休憩室としてもご利用ください。 

・ゴミは各自持ち帰りにご協力ください。 

 

５．参加上の諸注意 

・参加団体は、リハーサル前に受付及び精算を済ませてください。（９時より受付を開始します。） 

・会館の外での声出しは厳禁です｡ 

・出場団体は、各ブロック開演５分前までには、ホールにお入りください。 

・代表者は、自団の１団体前に下手袖までお越しください。 

・各団は、参加したブロックの他団体への講評をお書きください。用紙は受付時にお渡しします。なお記

入いただいた用紙はブロック演奏終了後、ブロック賞の投票時にステージで回収します｡ 

・代表者は、参加したブロックの表彰終了３０分後以降、「参加団体受付」で自団への講評を必ず 

受け取ってください。 

・全館禁煙です。喫煙は西玄関外の灰皿のあるところのみでお願いします｡ 

・貴重品の管理は各団でお願いします｡また、毎年忘れ物が多数見られます。ご注意ください。 

 

※当日は「参加団体受付」が本部を兼ねますので、不明な点がありましたら、こちらにお問い合わせくだ

さい。 

 

以上、団員の方々に周知徹底のほどお願いいたします。 

 



合唱祭タイムテーブル詳細

10:20 開会式

10:40 [A01]仙台市立広瀬中学校 10:45 [B01]三声ミサの会

10:50 [A02]コール・ウィング 10:55 [B02]東北電力ミッターゲッセンコール

11:00 [A03]合唱団　こんちの 11:05 [B03]名取市立第一中学校合唱部

11:10 [A04]宮城県古川高等学校合唱部 11:15 [B04]かなん合唱団Joy

11:20 [A05]コーラスこだま 11:25 [B05]コール・ツェルコーヴァ

11:30 [A06]仙台放送合唱団 11:35 [B06]宮城県宮城広瀬高等学校合唱部

11:40 [A07]光城合唱団 11:45 [B07]将監グリーンハーモニー

11:50 [A08]合唱団「六月の歌声」 11:55 [B08]東北学院大学グリークラブOB合唱団

12:00 [A09]合唱団　こだま 12:05 [B09]女声合唱団仙台NFC

12:10 [A10]合唱団コール・ユーベル 12:15 [B10]宮城県多賀城高等学校

12:20 [A11]グリーン・ウッド・ハーモニー

12:30 Aブロック投票・表彰・ブロック演奏 12:25 Bブロック投票・表彰・ブロック演奏

12:45 昼休み 12:40 昼休み

13:05 特別コンサート「PRAY FROM MIYAGI -宮城からの祈り-」

14:10 [C01]東北福祉大学混声合唱団 14:10 [D01]石巻市立桜坂高等学校音楽部

14:20 [C02]混声合唱団若草 14:20 [D02]仙台杜の女声合唱団

14:30 [C03]仙台市立仙台青陵中等教育学校 14:30 [D03]創価学会宮城無名合唱団

14:40 [C04]大和ハーモニー＆コール・オルゴール　合同演奏 14:40 [D04]仙台市立柳生中学校合唱部

14:50 [C05]宮城県古川黎明中学校・高等学校コーラス部 14:50 [D05]Bless

15:00 [C06]Machiko・iハーモニー 15:00 [D06]宮城県気仙沼高等学校　合唱部

15:10 [C07]ジュニア＆ユースコーラス"Raw-Ore" 15:10 [D07]chor BAUM

15:20 [C08]女声合唱団パパラチア 15:20 [D08]Coro Misto Sendai

15:30 [C09]宮城県仙台西高等学校合唱部 15:30 [D09]宮城県佐沼高等学校合唱部

15:40 [C10]東北学院大学グリークラブ 15:40 [D10]コールはなみずき

15:50 [C11]宮城三女OG合唱団 15:50 [D11]宮城県泉館山高等学校合唱部

16:00 [C12]聖ウルスラ学院英智高等学校合唱部 16:00 [D12]女声合唱団　ハーモニーなでしこ

16:10 [C13]コール・マーガレット 16:10 [D13]宮城県白石高等学校合唱部

16:20 [C14]合唱団Épice 16:20 [D14]女声合唱団木声会

16:30 [C15]東北大学学友会男声合唱部 16:30 [D15]宮城県岩ヶ崎高等学校合唱部

16:40 [D16]宮城県農業高等学校合唱部

16:40 Cブロック投票・表彰・ブロック演奏 16:50 Dブロック投票・表彰・ブロック演奏

17:00 [E01]ゆずりの葉少年少女合唱団 17:00 [F01]常盤木学園高等学校

17:10 [E02]女声合唱団みやぎ 17:10 [F02]ensemble Amie

17:20 [E03]尚絅学院中学校・高等学校　合唱部 17:20 [F03]利府町立しらかし台中学校合唱部

17:30 [E04]女声合唱団"和ぐ" 17:30 [F04]合唱団Piacere

17:40 [E05]仙台市立五橋中学校合唱部 17:40 [F05]宮城県角田高等学校合唱部

17:50 [E06]フリューゲル・あおば 17:50 [F06]合唱団Osteria

18:00 [E07]宮城県石巻好文館高等学校 音楽部 18:00 [F07]宮城県仙台第二高等学校

18:10 [E08]マリアベルハーモニー 18:10 [F08]宮城県仙台東高等学校音楽部

18:20 [E09]混声合唱団　グラン 18:20 [F09]合唱団Clair

18:30 [E10]宮城県仙台三桜高等学校音楽部 18:30 [F10]仙台市立八乙女中学校合唱部

18:40 [E11]合唱団 Pálinka 18:40 [F11]宮城県塩釜高等学校合唱部

18:50 [E12]宮城県仙台南高等学校音楽部合唱団 18:50 [F12]女声合唱団ウインク

19:00 [E13]コーロ・カナリーノ 19:00 [F13]TMYシスターズ

19:10 [E14]東北大学混声合唱団 19:10 [F14]宮城教育大学混声合唱団

19:20 [F15]混声合唱団　甍

19:20 Eブロック投票・表彰・ブロック演奏 19:30 Fブロック投票・表彰・ブロック演奏

19:40 閉会式

大ホール 小ホール



リハーサル室割当
展示室

リハーサル
室

創作室 第一会議室
第一練習室
第二練習室

第三練習室 小ホール

[A01] [B05] [A04] [B01] [B06] [B03] [A06]

広瀬中 ツェルコーヴァ 古川高 三声ミサの会 宮城広瀬高 名取一中 仙台放送

[A03] [A08] [A09] [A05] [B08] [B07] [B02]

こんちの 六月の歌声 合唱団こだま コーラスこだま 学院大グリーOB 将監グリーン ミッターゲッセン

[A07] [A11] [A10] [A02] [B10] [B04] [B09]

光城 グリーンウッド コール・ユーベル コール・ウィング 多賀城高 かなんJoy 仙台NFC

展示室
リハーサル

室
創作室 第一会議室

第一練習室
第二練習室

第三練習室 小ホール

[C01] [C03] [C04] [C13] [D04] [D01]

福祉大混声 仙台青陵中教 大和＆オルゴール コール・マーガレット 柳生中 石巻桜坂高

[C02] [C05] [C09] [D10] [D09] [D06]

若草 古川黎明中高 仙台西高 コールはなみずき 佐沼高 気仙沼高

[C08] [C06] [D07] [C10] [D12] [D11]

パパラチア Machiko・I chor BAUM 学院大グリー ハーモニーなでしこ 泉館山高

[C07] [C14] [C11] [D08] [D03]

兵庫県 Raw-Ore Épice 宮城三女OG Coro Misto Sendai 宮城無名

合唱連盟 [C12] [D02] [C15] [D05] [D13]

聖ウルスラ英智高 杜の女声 東北大男声 Bless 白石高

[D14] [D15] [D16]

木声会 岩ヶ崎高 宮城農高

展示室
リハーサル

室
創作室 第一会議室

第一練習室
第二練習室

第三練習室 小ホール

[E12] [E07] [E03] [E05] [F01] [F03]

仙台南高 石巻好文館高 尚絅学院中高 五橋中 常盤木学園高 しらかし台中

[E14] [E02] [E06] [F05] [F11] [F08]

東北大混声 女声みやぎ フリューゲルあおば 角田高 塩釜高 仙台東高

[E11] [E10] [F15] [F07] [F09] [F04]

Pálinka 仙台三桜高 甍 仙台二高 Clair Piacere

[E04] [E09] [E08] [F02] [F13] [F10]

和ぐ グラン マリアベルハーモニー ensemble Amie TMYシスターズ 八乙女中

[E13] [E01] [F06] [F14] [F12]

コーロ・カナリーノ ゆずりの葉 Osteria 宮教大混声 ウインク

9:10-9:30

9:30-9:50

9:50-10:10

11:00-11:20

11:20-11:40

15:50-16:10

16:10-16:30

16:30-16:50

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00

15:10-15:30

15:30-15:50

【大ホール】
(12:45～
13:00)

合同合唱



第６９回宮城県合唱祭日程 

日程 備考 

９：００ ホール開場 

 

〈参加団体受付開始〉９：００～ 

９：１０～１０：１０ 

Ａ・Ｂブロックリハーサル 

 

代表者は当日の参加人数を確認の上、不足分の参加

費を精算してください。（リハーサル前に受付を済ま

せてください） 

全員大ホール集合 （時間厳守） 

１０：１５～１０：３５ 開会式 ・宮城県合唱連盟理事長挨拶、講師紹介 

・多賀城市教育委員会教育長挨拶 

・兵庫県合唱連盟理事長挨拶 

・兵庫県合唱連盟義捐金贈呈式 

・オープニングコーラス「大地讃頌」 

指揮者 調整中 ピアノ：田村 聡子 

１０：４０ Ａブロック 大ホール演奏開始 

１０：４５ Ｂブロック 小ホール演奏開始 

 

 

 

 

 

１２：２５ Ｂブロック 小ホール演奏終了予定 

１２：３０ Ａブロック 大ホール演奏終了予定 

 

演奏終了後、投票・表彰になります。 

 

※表彰式終了後、各ブロック全員で 

「わせねでや」を合唱します。 

Ａブロック 指揮：関野 真由美 ピアノ：尾澤 香織 

Ｂブロック 指揮者 調整中 ピアノ：田村 聡子 

・客席から舞台にあがってください。 

・代表者は自団の１団体前に下手袖まで来てくださ

い。 

・代表者が演奏前に自団ＰＲ（整列中に） 

・曲間含み演奏時間８分以内 （厳守!!） 

・舞台から客席に降りてください。 

 

・他団体の講評を書いてください。 

 

 

・ステージで、ピンポン玉と引き換えに、講評用紙

を回収します。 

・各団の代表者１名が 

 「もう一度見たい・聴きたい」団体の投票箱に 

 ピンポン玉１個、講師の方々は２個投票します。 

 

・各団の代表者は「参加団体受付」に講評を必ず受

け取りに来てください（終了３０分後以降） 

 

※今年度はブロック賞受賞団体によるクロージング

コンサートでの演奏は行いません。 

※兵庫県・宮城県の各有志合唱団ならびにＣ・Ｄ・Ｅ・Ｆ各ブロックのリハーサル時間は 

下記のようになっておりますのでご確認ください。 

（別紙に団体ごとの指定場所と時間を記載してあります。） 

 兵庫県合唱連盟有志合唱団  １２：００～１２：４０ 展示室にて 

 合同演奏（兵庫県・宮城県） １２：４５～１３：００ 大ホールにてオープンリハーサル 

Ｃ・Ｄブロック １１：００～１３：００ Ｅ・Ｆブロック １５：１０～１６：５０ 

  



全員大ホール集合 

特別コンサート 

「ＰＲＡＹ ＦＲＯＭ ＭＩＹＡＧＩ 

 －宮城からの祈り－」 

 

１３：０５～１４：００ 

 兵庫県合唱連盟有志合唱団招待演奏 

 合同演奏（兵庫県合唱連盟・宮城県合唱連盟） 

 

 

１４：１０ Ｃブロック 大ホール演奏開始 

Ｄブロック 小ホール演奏開始 

 

１６：４０ Ｃブロック 大ホール演奏終了予定 

１６：５０ Ｄブロック 小ホール演奏終了予定 

演奏終了後、投票・表彰になります。 

※表彰式終了後、各ブロック全員で 

「わせねでや」を合唱します。 

Ｃブロック 指揮：浦部 命 ピアノ：田村 聡子 

Ｄブロック 指揮者 調整中 ピアノ：尾澤 香織 

（Ａ・Ｂブロック備考欄参照） 

１７：００ Ｅブロック 大ホール演奏開始 

Ｆブロック 小ホール演奏開始 

 

１９：２０ Ｅブロック 大ホール演奏終了予定 

１９：３０ Ｆブロック 小ホール演奏終了予定 

演奏終了後、投票・表彰になります。 

※表彰式終了後、各ブロック全員で 

「わせねでや」を合唱します。 

Ｅブロック 指揮：瀬戸 信弥 ピアノ：馬目 佳代子 

Ｆブロック 指揮者 調整中 ピアノ：尾澤 香織 

（Ａ・Ｂブロック備考欄参照） 

全員大ホール集合 

１９：４０ 閉会式 

 

・クロージングコーラス「大地讃頌」 

指揮者 調整中 ピアノ：尾澤 香織 

・実行委員長挨拶 

 



６９
） 日 （  日８２月５年９２成平

多賀城市文化センター

接待

ロビー

兵庫県連
控室

kawa_F
タイプライタ
６９

kawa_F
タイプライタ
２９

kawa_F
タイプライタ
２８


