
www.jcanet.or.jp全日本合唱連盟お問い合わせ

◆東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線「東銀座駅」6番出口徒歩８分

◆都営地下鉄大江戸線「築地市場駅」A2番出口すぐ

受講料／3,000円（2日通し）

朝日新聞東京本社 読者ホール

第22回合唱講座

全日本合唱連盟・朝日新聞社主催

はじめてのコーラス！

時  間／

定員／50人

会場へのアクセス

4月11日 ・25日
2019年

木 木

seminar@jcanet.or.jpTEL. 03-5540-7813 （平日10:00～18:00）

講　師／名島 啓太（合唱指揮者・作曲家）

4月25日（木） 18:30～20:30

定員に達し次第、申し込みを締め切ります。

事前の申し込みが必要です。
＊

＊

◆読者ホールは朝日新聞東京本社の２階です

名島 啓太
  なじま     けいた

コーラスをはじめた人のための二部合唱曲集

定価1,620円（消費税込）／カワイ出版

使用楽譜

このあとは、7月（7/２３、7/３０)、9月、12月と開講する予定です。１２月の最終日には練習の成果を発表するミニ・コンサートを

計画しています。ひと月だけの参加や途中からの参加もＯＫです。

今回のレッスン曲
ホフマンの舟歌

旅愁

源田 俊一郎 編曲「春よ、来い」

立教大学社会学部卒。 在学中に合唱指揮活動を始め、 日本合唱指揮者協会主催の若手指揮者によるコンサートに出演。 その後 「東日本大震災

復興チャリティコンサート」 や 「二群合唱の夕べ」 といった様々な演奏会の企画出演、作曲、客演指揮、各種講習会講師、コンクールの審査員など、

多彩な活動を展開している。 新作初演にも力を注いでおり、 これまでに相澤直人、 市原俊明、 大熊崇子、 尾形敏幸、 新実徳英、 信長貴富、 萩京子、

堀内貴晃、 森山至貴各氏他の新作初演を手がける。 またＮＨＫ全国学校音楽コンクール課題曲の放送初演を度々指揮し、 E テレの 「スーパー合唱

教室」 などに出演した。 全日本合唱コンクール全国大会金賞等、 各種コンクールで数多く入賞。 またプラハのスメタナホールでモーツァルト 「レク

イエム」、 ザルツブルクのマリアプライン教会でモーツァルト 「戴冠ミサ」 を指揮するなど海外での演奏も積極的に行っており、 2017 年にはウィー

ンのシュテファン大聖堂でモーツァルト 「レクイエム」 を指揮し、 満場スタンディングオベーションを受けるなど、 その高い音楽性が絶賛されている。

現在、 東京 ・ 神奈川 ・ 新潟の複数の合唱団の常任指揮者。 日本合唱指揮者協会副理事長。 北区合唱連盟理事長。 2016 年北区教育文化功

労賞受賞。 「教育音楽」 誌 （音楽之友社） への執筆や、共編の楽譜集 「スチューデント・ソングブック１・２」 編者、日本合唱指揮者協会編纂の 「合

唱ハンドブック」編集長、共著「合唱エクササイズ　指揮編１・２」、作曲作品ミサ曲第１番「日本から」、混声合唱曲「今日もひとつ」（カワイ出版）がある。

ピアノ／鈴木 真理子

4月11日（木） 18:30～20:30

なごり雪

合唱初体験のみなさんを対象とした２０１９年度合唱講座を開講します。発声（声の出し方・姿勢・息の使
い方など）、ハーモニーの作り方などを学びながら練習曲をみんなで楽しく歌います。練習曲は簡単な２
部合唱で、みなさんに親しみのあるメロディーの曲です。
講師には名島啓太先生をお迎えします。名島先生は合唱指揮者として、学生や社会人、おかあさんコ
ーラスまで多くの合唱団を指導されています。また作曲家としても、その作品は現在国内多くの合唱
団で歌われており、多彩な活動を展開する、大人気の指導者です。はじめての方、もう一度合唱団の
中で歌ってみたいと思っている方、お誘い合わせのうえご参加ください。 



FAX: 03-3544-1964 ※□にはチェック印を付けてください。             ■申込日：2019年   月   日 

合唱講座『第 22回 はじめてのコーラス！』受講申込書 2019-W22 

 ふりがな  
●性別 □男 □女 ●年齢   歳 

●受講者氏名  

●連絡先住所（受講確認証等送付先）  

〒□□□-□□□□  

 

Tel:     －     －       Fax:     －     －        

e-mail:  

●この講座は初めてですか？   □受講経験者     □初めての受講（初心者・合唱経験者）  

●パート（声域）は？（おわかりになる方のみチェックしてください） 

□ソプラノ  □メ ゾ  □アルト   □テナー  □バリトン  □バ ス 

●申込講座・受講料・使用楽譜（※消費税込み） 

講座名・開講日・楽譜 受講料 備考 

□ 第 22回 はじめてのコーラス！ 4月 11日・25日（2日通し）  3,000円  

□ 楽譜「コーラスをはじめた人のための二部合唱曲集 春よ、来い」  1,620円 ※楽譜をお持ちでない方 

 

●お支払方法・振込予定日・振込金額 

□ ゆうちょ間送金 □ 他の銀行から振込み ◆振込（予定）日：＿＿月＿＿日 ◆振込金額：       円 

『第22回 はじめてのコーラス！』開講日は 4月 11日（木）・25日（木） 

◇申込方法◇  ①受講申込書に必要事項をもれなくご記入のうえ、全日本合唱連盟までＦＡＸまたは郵送でお送りください。 

            ⇒ F A X：０３－３５４４－１９６４  

              郵送：〒104-8011 東京都中央区築地５－３－２ 朝日新聞東京本社内 全日本合唱連盟「合唱講座」係 

②申込締切は１週間前まで。※ただし、申込多数の場合は締切日前に受付を終了する場合があります。 

③受講料は、ゆうちょ間送金または銀行振込で、受講申込みと同じ時期に、次の口座にお振込みください。 

●銀行名：ゆうちょ銀行  

ゆうちょ銀行から…【記号】10130【番号】84134111【名義】一般社団法人全日本合唱連盟 

その他の銀行から…【店名】〇一八（ゼロイチハチ）【店番】018【預金種目】普通預金【口座番号】8413411 
           ※振込手数料は受講者がご負担ください。 

◇受講確認証◇ 受講申込みおよび受講料のお支払いの両方の確認ができ次第、全日本合唱連盟から「受講確認証」を郵送いたします。 

◇取り消し◇  受講を取り消す場合は、必ずＦＡＸまたはＥメール等の書面で全日本合唱連盟にご連絡ください。連絡文書が全日本

合唱連盟に届いた日を基準に、次の取消料を申し受けます。返金は当該講座の開講日後とさせていただきます。 

取消日 取消料 

 各講座の開講初日の14日前まで  受講料の50％ 

 各講座の開講初日の13日前以降  受講料全額 

※楽譜は音楽著作物という性質上、お客様のご都合による返品は受け付けていません。なお、落丁、乱丁がござい

ましたら、楽譜到着後一週間以内に、係までご連絡をお願いいたします。新しいものと交換します。 

 

◇払い戻し◇  主催者の都合で中止した場合は全額払い戻しをいたします。ただし、地震・台風などの災害、悪疫流行、行政処置

等の不可抗力によって開講できない場合、払い戻しはいたしません。 

◇お問合せ◇  全日本合唱連盟「合唱講座」係 TEL:03-5540-7813（平日10：00～18：00）FAX:03-3544-1964 
e-mail: seminar@jcanet.or.jp  
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