
　　＜＜　新年度役員の抱負　＞＞
　 団長　西川　義登　

　この度、団長の大役を務める事となりました。

ただ歌うことが好きで入団したアカ団、未だに譜読みは苦手「好きこそ物の上手なれ」

とは申しますが、私には当たらないようです。思うに私の母は歌謡曲が大好きでよく

歌っているのをよく覚えています。今は大病の後遺症でよく声が出ないのですがそれ

　　でも鼻歌うたっています。私の娘もよく孫に歌ってやっているようです。　血は争えないようです。
　　　さて、２年間は団長としての職務務めさせてもらいます。皆様よろしくお願いいたします。

　　あらためて「どんなアカ団がいいのかな」と思いを巡らせてみたのですが。

　　　これを歌わせたら、さすがアカ団、みんなをうならせる様な曲を数曲持っていたら　さすがにアカ団

　　も寄る年波には（失礼しました）勝てません。多くを望むのも無理かな？

　　人生の達人として心震わせる曲を！

　　　もう一つ、みんなが楽しめるポピュラーな曲も、アカ団・観客のみんなが一緒になって歌って楽しめ

　　る　そんな曲も作り上げたいです。

　　　若輩者ではありますが、ヨロシク。

副団長　平尾　眞一

　セカンドテナーの平尾です。入団３年目の若輩ですが、名簿係兼副団長を仰せつかり

ました。団員皆さんのご支援のもと、西川団長、益田副団長の足元を支えながら、いさ

　　さかでも団のお役に立てるように頑張ってまいります。
　　　と言いつつ、早速のお詫びと訂正です。５月２３日現在で配布した団員名簿に誤りがありました。

　　恐縮ですが、以下の名簿訂正をよろしくお願いします。
１ページ目、左上の団員総数を６６名→６５名。

４ページ目、下から２人目「田中悦郎」氏を削除。【ベース】１５名→１４名。

５ページ目、指揮者、加藤先生の「勤務先電話」欄が途切れていました。

　　　　正しくは（東山手）095-822-4107、（新戸町）095-879-7110です。

　　さて、もうすぐ、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録が実現しそうです。　

　　12月の長崎交響楽団との「海の記憶」オケ版で、大きなお祝いの花を添えましょう。

楽譜係　朝長　修治

　今年度から楽譜係を担当いたします。前任の河合さんがきちんと管理・運営されて

おられたので、そのノウハウをしっかり引き継いで、皆様のご迷惑にならないよう、

　　気を引き締めて頑張りたいと思っております。合唱を始めて３年目でまだまだ未熟な私ですが、楽譜

　　係という大任に際して、皆様の暖かいご支援をいただけたらと思っております。どうかよろしくお願い

　　いたします。
　　　アカ団に入団後、楽典の本を何冊か買って勉強していたのですが、これまでで一番わかりやすいなぁ

　　と思った本が『ドラえもんの音楽おもしろ攻略　楽譜がよめる』（小学館）でした。漫画の解説本なの

　　ですが、私のレベルには大変合っていました。これから少しずつでも、合唱のスキルを上げていける

　　よう頑張っていきたいと思っています。
　　　これまで無趣味だった私が出会ったのが、アカ団の皆様と『合唱』です。今後とも、よろしくお願い

　　いたします。
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＜＜　オーケストラと男声合唱のための『海の記憶』に向けて　＞＞

自然、神、愛の音楽をオーケストラとともに

指揮者　加藤　豊

　みなさん、こんにちは。練習の場ではいつも楽しい時間を過ごさせて頂き、本当に
ありがとうございます。さて私たちが作り上げてきた男声合唱曲『海の記憶』が

ついにオーケストラとともに鳴り響きます。この曲のテーマは“自然、神、愛”です。私たちを産み、

育ててくれた海に感謝し、激しい闘いとの末、打ち取った宿敵鯨が神に変貌し、また巡教につかれ死

を目の前にした男たちの上に愛の光が降り注ぐ。このスケールの大きなテーマにはオーケストラの壮

大なサウンドがどうしても必要だったのです。オーケストラは世界をそして宇宙をも表現します。歌い、

馴染んできたこの曲の一つ一つの旋律を奏でる、オーケストラの楽器に耳を傾けてください。私たち

が表現しようとしてきた全てここに表されています。そしてこの機会を通してこの曲をさらに愛して

下さる事を願っています。

アカ団の皆様、どうぞよろしく

長崎交響楽団 団長 隆杉 正和

　先日は、チェロの直塚さんと一緒にアカ団の練習風景を見学させてもらいました。
大変熱のこもった、加藤先生のご指導に応え、過去にはさぞ好男子であったろう、壮年の紳士のみな

さまが懸命に歌っている姿を拝見し、大変感銘を受けました。想像以上に立派なコーラスではありま

せんか！やはり生で聴くと格別のものがありました。

　団員の皆様の中には何人かの知人、友人がいらっしゃいます。大和さんとは学生時代から知己を得、

モーツアルトに関していろいろと教えて頂き、私はすっかりモーツアルティアンになりました。我が

家の犬の名前はフィガロ、妻には結婚式前にフィガロの結婚のレコードをプレゼントしたのです。

前川先生は私の漢方の先生で、おかげで私の患者さんたちはその恩恵を受けています。私の患者さん

もおられます。大学時代の恩師の先生方もおられます。これらの方々がおられる、アカデミー男声合
唱団の皆さまと、１２月に「海の記憶」を一緒に演奏できることはこの上ない喜びです。そしてこの

曲が長崎市民の記憶に深く残り、度々演奏されるようになれば、本当にうれしく思います。そして

これからも長崎交響楽団をどうぞよろしくお願いします。

「海の記憶」初演に寄せて

長崎交響楽団　コンサートミストレス　川口　千穂

長崎アカデミー男声合唱団のみなさま、いつも第九などではお世話になっております。 

　この度はアカ団様の４５周年の記念委託作品「海の記憶」の管弦楽での初演をご一緒させていただけ

ますこと、大変嬉しく存じます。作詩の田中先生、作曲の加藤先生のとても壮大な男らしいロマン溢れ

る作品ですよね。この曲がオーケストラ伴奏で演奏されると思うと何だかワクワクしてきます。私たち

は長崎の市民オケとして地域のみなさまと共に音楽の素晴らしさを分かち合いたいと願って活動してお

ります。今年、正に「長崎・天草潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺産登録となりそうなこの時に演奏

できることは喜ばしいことです。団としても新しい挑戦となります。長響は、女性が多い団体ですので、

きっとアカ団のみなさまとは仲良く素敵なハーモニーを奏でることができそうな予感もします。

　良い演奏会になりますように、どうぞよろしくお願いいたします。
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共演によせて

長崎交響楽団 音楽トレーナー　 直塚 真理子

　先日は、練習を見学させていただきありがとうございました！！所属しない限り、
他の団体様の練習を見る機会はほとんどありませんので、とてもよい経験となりま

した。皆様の熱意が伝わってくる合唱に圧倒されると同時に、我々も気合を入れなければ！と身の引

き締まる思いをいたしました。

　つい先週スコアを頂きました。さあこらから！というところで、合奏するのがとても楽しみです。

一生懸命練習に励んでまいりますので、足りない点もございますが、どうぞよろしくお願い致します。

　お互いに刺激となり、高めあうことができる機会となりますよう願っています！

男声合唱曲「海の記憶」誕生から
『オーケストラと男声合唱のための「海の記憶」』演奏への道のり

セカンド　大和　憲一

　　団創立２５周年演奏会をきっかけとして、５年おきに定期演奏会を行ってきた

アカデミー男声合唱団が、２０１６年秋４５周年演奏会を開くにあって構想されたのが、オリジナル

男声合唱曲の制作でした。

　その準備は、前年の年明けに遡ります。活水大学の定期演奏会等で、かねてから親交があった加藤　

豊先生に作曲を依頼することになりました。加藤先生は、私達の希望を快く引き受けてくださり、作

詩には同じ大学の教授で、「海坂」や「つばさの伝承」等で共同創作の実績がある田中俊廣先生にお

願いすることに。
　お二人の先生とアカ団実行委員会メンバーで話し合い、男声合唱曲に相応しいもの、長崎のイメー

ジを盛り込んで欲しいことなどを要望し、その年の夏から、田中先生による作詩が始まり海洋県「な

がさき」をテーマにした「海の記憶」が誕生しました。同時進行で加藤先生の作曲も進行し、年が明

けると第一曲“母は海”の練習が始まります。

　加藤先生は、アマチュア合唱団の技量に合わせるような作曲はしないと述べておられましたが、そ

の通り私たちにとっては、かなりハードな要求の連続で、秋の演奏会に間に合うか心配したほどです。

しかし練習を重ねるにしたがい、作品の素晴らしさが実感され、練習に熱がはいります。

　かくして、２０１６年１１月２１日のブリックホールにおける演奏会では、お客様の圧倒的な称賛

を浴び、後日長崎新聞のコラム（＊別掲記事）では、再演を切にのぞまれたのでした。これらの声に

後押しされ、管弦楽版による再演が出来ないかと、私達は夢を膨らませることになります。

　もともと「海の記憶」は、加藤先生が当初から管弦楽を想定して作曲にあたられ、その為にピアノ

版でも多大な音を要求されています。森　愛子さんだから、出来たことです。

　ところで私達の次なる夢は、はやくも年明けて長崎交響楽団との出会いから、実現に向かって歩み

始めました。年内に長崎交響楽団とアカデミー男声合唱団との代表が話し合いをかさね、２０１８年

秋の長崎交響楽団の定期演奏会のプログラムに「海の記憶」が決定します。

　地域音楽活動の拠点でもあるオーケストラとの共演は、合唱団のあこがれですが、初演から時を待

たず「海の記憶」管弦楽版が実現することになりました。これには、長崎交響楽団の隆杉団長や宮西
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事務局長、川口コンサートミストレス、直塚音楽トレーナーらのはたらきと交響楽団員の理解があっ
たからです。
　加藤先生の管弦楽版編曲は、５月中には完成し、６月１６日（土）加藤先生の指揮によって、第一
回のオーケストラ練習が始まります。オケと合唱との最初の練習は、１０月２８日（日）予定です。
フルオーケストラのサウンドに負けないように、頑張らねばなりませんね。
　どんな具合に仕上がるのか楽しみです。余談になりますが、「海の記憶」なかでも“ことばの光”
の章は、イコモスの勧告によって世界遺産登録が確実となった“潜伏キリシタン関連遺産”の応援曲
にもなるような、内容を持っています。
　いま私達は長崎交響楽団とともに、長崎の新しい音楽文化を創造しようとしていると云えるでしょ
う。成功させましょう。

ちからとちから　いのちといのちが•••

バリトン　林　邦昭

　私の趣味の一つは大相撲観戦です。春場所の栃の心の取り組みは迫力があり、１２
日目の栃の心対白鵬は素晴らしいものでした。ちょうど合唱祭で歌う鯨神の練習に余
念のない時で、暗譜しようとピアノの鍵盤を指で叩いて音を取りながら練習していた

時、栃の心と白鵬の取り組みが始まりました。この対決は正に、力と力のぶつかりでした。練習中の鯨

神の「ちからとちから　いのちといのちが　ぶつかる」の歌詞が浮かんで来たのでした。栃ノ心の勝利

に終わって拍手喝采したことはもちろんです。大関に昇進しましたがぜひ横綱になって欲しいと思って

います。
　田中俊廣作詩・加藤豊作曲の海の記憶は３曲ともすばらしく、アカ団の合唱曲としてずっと歌われる

でしょう。４月２２日に佐賀で歌った「ことばの光」は加藤先生の猛特訓のお陰でお褒めの言葉をたく

さん頂きました。海の記憶の３曲の中でこの曲が一番と思っていましたが、「鯨神」も劣らぬ名曲であ

り、男声合唱団アカ団の男たちにぴったりの曲だと思います。
　人間とくに日本人は鯨をはじめ多くの生き物を食べて命をつないできました。それらの生き物への大

いなる感謝の気持ちがなくてはなりません。命がけで戦って射止めた鯨を神とあがめる歌詞をじっくり
味わって歌いたいと思います。

海の記憶における神について

セカンド　加藤　有三

　指揮者が作曲者であるという、今までにない幸運によって、この曲に対する解釈が

次第に深まっていくのを感じています。そして、この曲のことばの部分で、田中俊廣

先生の詩の理解を深めたいと思うようになりました。
　第１部の生命の誕生、第２部のクジラと人とのダイナミックな戦いと、人とクジラを区別することの

ない、共に戦いに命を落とした勇者として、両者に神性を感じ、記憶に残して、神として祈り、後世に

伝える日本民族の牧歌的、多神教的特性を感じさせます。
　第３部に至ると、特に長崎を想わせるようなキリスト教伝来の歴史を詩っており、キリスト者でない

私にとっても、息の詰まるような部分ですが、天のことば、おそらく神のことばによって、救いを見出

されるという最後の部分まで来てようやくホッとします。加藤　豊先生は、この詩を曲に乗せるにあた

って、情景を現すフレーズを何度も繰り返され、それによって静止画像が、大画面に映像化されるように

感じます。ことばの世界と音の世界との鍔迫り合いを見る思いで、とても興味深く感じております。

　検索の結果、祭神を鯨とする鯨神社が、日本各地にあることを知りました。捕鯨反対の人達が泣いた

と言う面白いことが書いてあるので、検索をお勧めします。
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＜＜　文化のつどい　2018/3/3　＞＞

3／3市民会館での｢文化のつどい｣に参加して

トップ　 今泉　満治

　85歳の高齢者でピアノも弾けない、音楽技術力もない。あるのは現役時代培った設
計力（創造力）とスコアメーカ内臓のパソコンだけである。｢海の記憶｣で作曲された

加藤豊先生の楽譜をスコアメーカーで浄書したのがきっかけで懐メロアンサンブルの楽譜作りに興味が

出てきた。その懐メロアンサンブル曲が医師会デイサービスの訪問演奏会で使われたのが契機で今回

｢文化のつどい｣につながった。

　初めは上手くいくのか心配でしたが指揮の岩永

先生をはじめ橫田さん下野さんの演出などで｢幼

なじみ｣｢いい湯だな｣｢達者でな｣｢夢であいましょ

う｣などアカ団全員の演技力に支えられ無事に

楽しく歌い終える事ができました。長崎民謡｢浜

節｣まで歌わせてもらい有り難かった。

＜＜　シニアコーラス・フェスティバルｉｎさが　2018/4/22　＞＞

シニアコーラスフェスティバルinさがに参加して。  

トップ　 森崎　国泰

　私にとってアカ団での初めてのステージであり大変に楽しみにしておりました。

曲は初めて歌う曲でしたがTopテナーには横田先輩を初め頼りになる先輩方がいらっ

しゃいます！最初は「少し余裕だな」と思っておりましたが当日は何と暗譜だと言うじゃないですか！

私はかなり焦りました。

　かなりのピンチです。いくら頼りになる先輩方がいらっしゃっても暗譜では・・・・・。それから
と言うともう不安で不安でたまりませんでした。ステージ当日の出番ギリギリまで楽譜とにらめっこ。

一人だけ飛び出すと言う交通事故の様な真似だけは出来ない。もう必死でした。その甲斐あってか、

当日のステージは 何とか大きな失敗をすることなく歌うことが出来ました。本当にほっとしました。

　しかし私にとってステージで歌うこの緊張感と歌い終えた時の充実感は何物にも代えられないと改め

て実感しました。これからもアカ団の団員として沢山のステージやイベントに参加すると思いますが少

しでも大先輩方に近づけるよう頑張って参りたいと存じます。これからもどうか宜しくお願い申し上げ
ます。

シニアコーラスに参加して

トップ　中村　信孝

　シニアコーラスフエステイバルin佐賀に参加した。久々の県外遠征、出し物はオリ

ジナル合唱曲・海の記憶「ことばの光」である。地球誕生からから捕鯨文化までを雄

大に、終盤では十字架への祈りを響かせた。審査委員の先生からは数は力、それでも祈るような優しい

歌声が素晴らしかったとの評を受けた。

　私たちは声を振り絞った後、貸し切りバスで直ぐに帰途についたが、喉を潤したい…という勇者たち
は各自ビールを購入、熱唱した余韻を楽しんだ。隣の席の御仁が美味しそうに飲みながら、私に気付い

て自分には2本ある。 １本どうぞ…！という。さすがに我がアカ団の仲間である。私はこれから車運転
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があるからと言って辞退したが声を、心を合わせての合唱を通じての心遣いに感謝し、胸が躍った。

 我がアカ団に対する一フアンからのコメント
〇60数名の大所帯での充実した活動を続ける合唱団はそうざらにはない。現役で歌い続けられることは
　羨ましい。いい曲に恵まれ、心の髄から感動しながら表現できるなんてこんな幸せなことはない。
〇アカ団ホームページを開くと素晴らしい演奏会風景、楽しい動画がたくさんある。特に「さくらコン
　サート」は様々な演出、涙ぐましい工夫が凝らされ、指揮者ノリノリ！！の演出には参った。こうい
　う演奏を聴く人は実に楽しかろう。アカ団はさすがに余裕のある、大人の団体。
〇世界遺産を感じさせる、詩情豊かな壮大な曲を地元の先生方が作詞・作曲されたとのこと。これには
　驚き、長崎の歴史文化を感じる。
…というような応援メッセージあり、自分独り占めは勿体ないのでここにご披露させていただきます。

シニアコーラス・フェスティバルinさがに参加して

トップ　 今泉　満治

４/22（日）15：00佐賀市文化会館大ホールのステージに立ち｢ことばの光｣を歌った。
　最前列の中央近くで歌っていたので全体の歌声がよく聞こえ、澄んだ響きのあるリズミカルな歌声が

指揮とよく馴染んでいてなんとも心地よく歌えた。歌い終って審査員の先生方が盛んに拍手をされてい

るのを見てより感動しました。評価をみても、

　岩崎洋一先生　：一人ひとりの力量があり｢アンサンブル力｣のある合唱団。

　香月ハルカ先生：音楽的な構成のしっかりした表情豊かな男声合唱団。

　山本啓之先生　：丁寧で重厚なサウンド、音量と音色も変化に富みレベルの高い男声合唱団、

　　　　　　　ピアノも｢ＧＯＯＤ！｣です
とあり、世辞抜きにしても嬉しい限りでした。

　全員が暗譜で指揮に集中出来たこと、

また響きのある声作りをしたこと、

よく歌い込んで曲を自分のものにして

いたこと、などなど良い経験になり

ました。

ステージ写真（2018-4-22佐賀）

合唱に思う

バリトン　安達　洋平

　歌唱には様々なジャンルがある。私達が学び楽しんでいる合唱はそのなかのひと

つで、合唱に参加し関与している人の数はおそらくこのカテゴリーのなかで最大の規模を占めている

に違いない。早い話、歌い方には独唱か合唱しかないのだから１人対２人以上の比較となった場合、

合唱には二三人の重唱から我がアカ団のように５０人以上の規模、さらには年末恒例の第九１万人の

大合唱まであってその数はオペラや歌曲の比ではない。
　そう考えると合唱同好の士はおそらく幾十万にもおよび歌の世界を席巻していると思われ心強い限り

である。ただ、独唱と合唱では歌の本質が異なる。豊かな声量と歌唱力が求められるのは同じであるが、

独唱や独唱曲は抒情的で歌い手によって心が揺さぶられ感動の極致へといざなわれることがしばしばで

ある。合唱にそれを求めるのは難しいようだ。
　しかし、現実には合唱に携わり趣味としている人は圧倒的で、それが最早暮らしのリズムになってい

る向きも少なくない。一人の義勇兵が口ずさんだ歌がパリ市民の大合唱となったあの「ラ・マルセイエ

ーズ」に合唱の本質があり合唱は集団が同化する原点とも見られるのである。
　良き指導者のもとに練習を積み、スステージに立って仲間との調和と聴衆との同化を楽しむ。耳を澄

ませ全体の音のなかに自らの声をすべりこませて和音化し自分の声が集団に埋没すればそれでいい。

　先ごろ佐賀の合唱フェステイバルに参加した。聴衆の評価は別として私達はいつものように歌う喜び

を覚えながら帰途についたのである。
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＜＜　尼﨑裕子先生　ソプラノ・リサイタル　2018/4/22　＞＞

盛会だった尼﨑裕子　ソプラノ・リサイタル

バリトン　指田　卓治

 四月二十二日穏やかな春の日差しの中、長崎市界二丁目のクボタホールにて、アカ
ダンのボイストレーナーの尼﨑裕子先生のソプラノリサイタルが開催され、

アカダンより大和、指田の両名が出席しました。当日開演午後二時前には

既に八十席ほどの会場は満席の盛況で、久保田氏の開演の挨拶に続き小谷

彩子氏のピアノ伴奏で尼﨑先生の独唱をプログラム通り全十三曲、休憩の

テイータイムの以外ほとんど休み無しの二時間の熱唱でした。
　「オペラのアリア」「日本の歌曲」を先生の歌唱力と裕子スマイルで、

舞台と客席との一体感が醸し出され、アンコール曲の蝶々夫人の「ある晴

れた日に」で満場の大拍手の中で余韻を感じながらの御開きとなりました。

久保田夫妻やスタッフの皆様のおもてなしも温かく心が包み込まれるよう
な思いの春の一日でした。

　尚アカダンより「御祝」の花輪が大盛会に華を添えていました。

＜＜　第６０回合唱祭　2018/6/3　＞＞

第６０回合唱祭に向けて

副団長　益田　清

　以前から合唱祭の担当はずっと私がやってきましたが、今年から副団長がやる事に

なりましたので、新たな気持ちで代表者会議等に出席しています。
　今年の合唱祭は第６０回記念として、特別招待演奏に佐賀から混声合唱団

「MODOKI」と同じく女声合唱団「ソレイユ」を招きました。両合唱団とも全国トップレベルであり日本

を代表する合唱団です。素晴らしい演奏を聴ける良い機会でもあり、時間のある方は是非聴いて頂きた
く思います。

　当団が今回披露する「鯨神」も男達の迫力ある演奏で、会場一杯に響き渡るよう歌いたいものです。

ところで、１２月には長響さんとオケ版「海の記憶」をブリックホールで演奏することが決まり、合唱

祭で「鯨神」７月の県合唱フェスティバルで「ことばの光」と世界遺産決定を後押し致したく思ってい

ます。
 また、ボランティアスタッフを募集していますので、積極的な参加を待っています。

（この原稿は、合唱祭開催前の５月１２日にいただいたものです。）
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アカ団創立初期の記録について

トップ　横田　建次

　アカ団創立当時の記録を先日松川暢男先生から頂戴しましたので、その一部を紹介
します。

編集後記　　アカ団だよりは、今年１月に発行したばかりですが、今年５月に団長・副団長他の役員が

　　交代したのと、今年１２月９日（日）に開催する長響との共演「オーケストラと男声合唱

のための『海の記憶』」に向けての特集として今回発行することにいたしました。

「海の記憶」特集にあたりましては、今回特別に長響の皆さんからメッセージをいただきました。

アカ団一同御礼申し上げます。
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