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本プログラムの表紙デザイン背景は１９７２年５月１６日に開催された創立記念
第１回定期演奏会のものを復刻しました。

小田原男声合唱団第４８回定期演奏会
令和元年１１月３０日

＜ ５０周年お祝いの言葉 ＞

小田原市長
守屋 輝彦（もりや てるひこ）
小田原男声合唱団が創立50周年を迎えられ、記念演奏会が盛大に開催されますこ
とを心からお喜び申し上げます。
貴会は、1971年の発足以来、関係者の皆様の大変ご熱心な取り組みにより、50年
という長きにわたり、地域に根差した数々の演奏会でその成果を発揮されるなど、
今日まで質の高い充実した演奏活動を続けてこられました。皆様の活動を通じた地
域文化の振興、向上へのご貢献に対し、心から敬意を表する次第です。
また、海外公演も３度実施され、小田原市の姉妹都市であるアメリカ合衆国チュ
ラビスタ市の合唱団とも親交があると伺っております。平成２４年に、姉妹都市提
携30周年を記念した市民訪問団がチュラビスタ市から本市に来訪された際には、合
唱で歓迎のおもてなしをしてくださり、ありがとうございました。
連綿と受け継がれる歴史の新たな１ページとして、本日、小田原三の丸ホールに
その歌声が響き渡ることを楽しみにしております。長い歴史に裏打ちされた皆様の
演奏は聞く者の心を癒し、魅了することでしょう。
最後になりますが、小田原男声合唱団の益々のご発展と皆様のご活躍を祈念し、
お祝いのことばといたします。

日本男声合唱協会（JAMCA）
事務局長
鈴木 順（すずき すなお）
小田原男声合唱団は、日本男声合唱協会（JAMCA）の中心メンバーであり、その
活動を支えていただいています。全国の社会人男声合唱団が集まり、情報を交換し、
２年に一度、会員が参加する演奏会を開催します。そんな活動が強いリーダーシッ
プを持った先輩たちのおかげで、50年間続いてきています。この活動を途絶えさせ
てはなりません。
昨年の春から、新型コロナ感染症の流行により、私たちが愛する合唱活動にも大
きな制約が加わることになりました。どんなに歌うことが好きであっても、それが
人に病気を感染させるリスクになるという情報が流布されると、活動を自粛するし
かすべはありませんでした。その後、多くの専門家の努力によって、より安全に合
唱活動、発表会が行えるガイドラインが発表され、徐々にではありますが再び歌え
る喜びを感じられる状況になってまいりました。
そのような厳しい環境の中であっても、「オダダン」はリモートでの練習を積極
的に行い感染対策を十分に行ったうえでコンサートを開催してきました。私たちの
先頭を切って演奏活動を再開されたことに感謝し、心から声援を送ります。

神奈川男声合唱協会（KAMCA）
会長
川添 鉄也（かわぞえ てつや）
創立50周年記念演奏会おめでとうございます。小田原男声合唱団は神奈川男声合
唱協会(KAMCA)の創設を推進された設立メンバーで、結成記念演奏会はここ小田原
で1995年に開催されました。合同演奏で外山浩爾先生の指揮のもと「月光とピエ
ロ」を歌ったことが懐かしく思い出されます。KAMCAはその後、神奈川県内各地
で演奏会を開催し、2013年には第10回の記念演奏会を再び小田原市民会館で開催し
ています。
残念ながら2020年に計画した第16回演奏会は新型コロナウィルスのまん延により中
止になってしまいました。ここ2年間は合唱を愛する者にとって苦難を耐え忍ぶ日々
になりました。そんな中、貴団は昨年暮れに第49回演奏会を実施されましたね。練
習もままならない中どうやって実施できたのか、感服の至りです。市民の皆さんの
温かいサポートがあっての事でしょう。
そして今年も緊急事態宣言等で練習が制限される困難の中、準備をされていよいよ
演奏会が、新設された音楽ホールで開催されます。素晴らしい演奏会になることは
間違いありません。そしてその感激を新たに、次のKAMCAの演奏会で一緒に歌え
る日を楽しみにしています。

＜ ご挨拶 ＞

小田原男声合唱団
団長
斎藤 惠司（さいとう けいじ）

本日はご来場有難うございます。お陰様で私たち小田原男声合唱団は創立５０周年を
迎えることが出来ました。
その創立５０周年記念第５０回定期演奏会を、この新装された三の丸ホールで開催でき
る喜びは、本当に大きなものです。
この２年間の社会情勢は合唱活動を続けることにとっても厳しいものでした。５年前の第
４５回定期演奏会の私の挨拶文では「団員の合言葉（よく口にする言葉）に『２度目の東
京オリンピックをこの目で見よう、そして５０周年の記念演奏会のステージに立とう』があり
ます。」と述べています。当時の団員の平均年齢は７１歳程度でした。４年後、５年後まで、
元気に歌い続けようとの思いが溢れていました。ところが１年延期された東京オリンピック
は、ほとんどが無観客での開催。そして小田男の定期演奏会についても、演奏会を本当
に開催できるのか。という不安を抱える状態でした。それでも何とか、昨年の１２月には第
４９回定期演奏会を行い、団創立５０周年の節目の今年、第５０回定期演奏会を開催す
るまでにこぎつけました。感染拡大防止等の様々な制約も生じ、盛大に祝うというわけに
はいきませんが、とにもかくにも、５０周年記念の演奏会を開催できることは嬉しい限りで
す。
今年は１月～３月中旬、そして８月と約３か月程度の練習休止期間がありましたが、本
日のステージに立つメンバーは、この記念すべき演奏会を充実させるために努力を重ね
てまいりました。特に５０周年記念委嘱作品『わきめもふらず。ジグザグに。』については、
４０周年記念委嘱作品『わが詩友』と同じ信長貴富先生の作品でもあり、本当に意欲的
に練習休止中も自主練習も進めていました。皆さんに、この曲の素晴らしさをお伝えでき
ることを願っています。また、小田男創立から１５年間常任指揮者を務めていただいた福
永陽一郎先生が編曲された曲集や、創立３０周年記念の多田武彦先生の委嘱曲と、小
田男の歴史を振り返るレパートリーを演奏させていただきます。
さて、５０周年があれば、さらにその先６０年、７０年と続かなければなりません。小田男
が活動を繋げていくことを切に望みます。創立当時は３０歳代が中心のメンバーでした。
その５０年後では・・・。今や人生１００年といわれる時代です。今のメンバーがこれからも
歌い続けること、そして新たな仲間を増やし続けることに努力していきたいと思います。
最後になりましたが、これまで本当に長い間、小田男を応援していただいた皆さん、そ
して団員の合唱活動を支えていただいたご家族の皆さんにも心から感謝を申し上げま
す。また、小田原市民ホールの開館企画事業として三の丸ホールでの演奏会を認めて
いただいた小田原市にも感謝いたします。

創団５０周年によせて
名誉指揮者

外山浩爾

５０周年誠におめでとうございます。
この間２２年間お世話になりました。練習は楽しく、時に厳しくもしましたが、団員の前向きで、好
奇心が強く、熱心な態度に思わず、もっと・・・もっと・・・と上を目指してしまいましたが、団員の
方々は良くついて来て下さいました。
「継続は力なり」小田原男声は、この言葉通りです。これからも息の長い合唱団でいてほしい
です。
本当におめでとう！！

創団１００年に向けた歩みを
常任指揮者

辻 秀幸

本日は小田原男声合唱団創団５０周年記念演奏会の為に新装なりました市民会館、小田原三
の丸ホールにご来場賜りまして誠に有難うございます。
・・・と申しあげたいところではございますが、今日は本当にコンサートが行えているのでしょう
か？実は私この原稿をコロナウイルス新規感染者数・重症者数が日々最多を更新し続ける８月
の半ば過ぎに書いております。先も見えませんが何より今が全く見えておりません。小田男もワ
クチン接種率がほぼ100％を誇る高齢者集団では有りますが、それでも流石に８月の練習は自
粛の憂き目を見ております。演奏会当日までにコロナ禍が収束すると言い切る医療関係者はほ
ぼ居りません。安全安心を掲げる愚かな指導者たちにより強行されたオリンピック・パラリンピック
の影響はどう出たのでしょうか？しかしそんな中でも唯一私は感動したことがございます。集まっ
て話し込み、酒を酌み交わすことの大好きだったメンバーが中心でしたので、小田男は無くなっ
ちまうのではないかと思っていたのですが、酒抜きでもこの団は存続しました。暑い夏も空調設
備がない会場で歌い続けたのです。彼らは「歌も大事、否、歌こそ大切だった」のでありました。
本日はどの曲も素晴らしい小田男の香りがしみ込んだ曲ばかりお届けします。信長氏に新曲委
嘱し本日初演させて頂きます組曲は、全く初演の匂いがしません。あたかも小田原男声合唱団
の団歌・団紹介の歌のようです。男声合唱のノウハウや楽しみを知り尽くしたもう一人の指揮者
村田雅之、発声を極めたヴォイストレーナー 杉山範雄、一人女性が入っていることを忘れさせ
共に活動してくださるピアノの名手 中根希子、この誰一人欠けても成り立たぬ音楽スタッフ陣も
誰一人ビビることなく、しかし常に慎重に練習を支えてくれました。今日はいったい何人のお客
様に聴いて頂けるのでしょうか？今日までみんな無事に過ごしてこれたのでしょうか。帰りに一
杯やれるんでしょうか？何があろうとも、明日から我々小田男は創団１００年に向けて歩みを続け
ます。その日に尚生存の可能性を僅かに持った新人も入って来てくれました。末筆ながら皆様
が素晴らしいクリスマスと希望溢れる新年をお迎え下さいます様に祈りつつご挨拶とします。

＜プログラム＞

第１ステージ 黒人霊歌集より
福永 陽一郎 編曲
Ⅰ. Go down Moses
Ⅱ． Mary’s boy child Jesus Christ
Ⅲ． Soon-a will be done
Ⅳ． Deep River
ベース 伴奏

指 揮
ベース
ソ ロ

辻 秀幸
江上 靖
杉山 範雄

江上 靖

洗足学園音楽大学卒業、同大学専攻修了。コントラバスを中博昭、菅野明彦氏に師事。東響、ナゴヤシティ
管弦楽団、東京シティフィル、シエナ・ウィンドオーケストラ等の公演に多数出演する。
県立伊志田、大和、茅ヶ崎北陵高校吹奏楽部指揮者。西湘フィル指揮者。小田原ジュニア弦楽合奏団講
師。玉川大学吹奏楽団演奏指導員の他、秦野響、小田原フィル、横浜金沢響など多くの団体のトレーナー
を務める。
アンサンブル楓メンバー。小田原オペラアンサンブル代表。

第２ステージ 男声合唱組曲「西湘の風雅」
大木 惇夫 作詩 多田 武彦 作曲
Ⅰ．酒匂川
Ⅱ．野茨と蜜蜂の中へ
Ⅲ．春来れば
Ⅳ．風と葦切
Ⅴ．赤き屋根
Ⅵ．海音

第３ステージ 小田男 思い出の曲
Ⅰ．森の歌声
アメリカ学生歌
Ⅱ．大島節
伊豆大島民謡
Ⅲ．からたちの花 北原 白秋 作詩
Ⅳ．雨
八木 重吉 作詩

福永 陽一郎 編曲
福永 陽一郎 編曲
山田 耕筰 作曲
多田 武彦 作曲

第４ステージ 男声合唱組曲「わきめもふらず。ジグザグに。」
＜初演＞ ５０周年記念委嘱曲
及川 均 作詩 信長 貴富 作曲
Ⅰ．わき目もふらず。ジグザグに。
Ⅱ．夜の機関車
Ⅲ．マカハンニャハラミッダ
Ⅳ．日常茶飯的

指 揮

村田 雅之

指 揮

村田 雅之

指 揮

辻 秀幸

指 揮
ピアノ

辻 秀幸
中根 希子

１．黒人霊歌集より

＜曲目解説１＞

Go down Moses 「行けよ モーゼ」
旧約聖書の出エジプト記の物語をのべた、最もよく知られた霊歌の一つ。イスラエルの民を奴隷生活からつれ出しモー
ゼは、黒人たちにとって最大の英雄であって、少しでも指導的な能力を持つ黒人は、よくモーゼとあだ名された。一人の
指導者のかけ声に他の大勢が答えかえす、という形式につらぬかれた、力強い歌。
Mary’s boy child Jesus Christ 「マリアの小さな男の子」
ジャマイカに伝わるカリプソ・リズムの霊歌の一つ。 クリスマスの物語をうたっているが、ここには大陸の奴隷 生活から
生まれた歌の暗さがない。 速い方のリズミックな歌が、本来の姿だが、ベラフォンテが、ゆっくりした語 りかけのような
うたい方を創唱した。
Soon-a will be done 「やがて終りの日が」
題意は、聖書にいう最后の審判の日とも考えられるが、単純に「死んで天国にゆける日」と受けとってもよい。
元歌は二部分形式で、機関銃を打つようなはげしいリズムと、願望の強さのために高揚する短かいフシとが交互にあら
われて、力強い迫力を生み出す。 霊歌としては、珍しく、はげしさでつらぬかれた歌。
Deep river 「深い河」
芸術的に完成された形で、演奏会でしばしばうたわれたため、非常に有名になった歌。
元歌として知られたものは、少なくとも二種類あり、その組み合わせは、編曲者によってさまざまである。
「深い河」という言葉の意味は、「超えられぬ線」ということで、北部と南部の境界線、あるいは大西洋、又は生死の境目
というふうに、いくつもの解し方ができる。

２．男声合唱組曲「西湘の風雅」

大木 惇夫 作詞

多田 武彦 作曲

男声合唱組曲『西湘の風雅』は、小田原男声合唱団の第３０回記念定期演奏会の委嘱作品として、作曲家・多田武彦先
生によって、詩人・大木惇夫の処女詩集『風・光・木の葉』（大正１４）、第二詩集『秋に見る夢』（大正１５）の中から６篇が選
ばれ作曲された。詩人・北原白秋と大木惇夫の接点が小田原であったことは知られているが、大木惇夫は既に県立広島
商業高等学校当時、白秋の詩集『思い出』を読み、私淑していた。初恋人・川上慶子との出会い、別れ、再会、結婚の中で
肺結核を患う妻のために、新聞小説の入選を機会に文学活動と転地療養の地として小田原を選ぶのである。白秋は既に
小田原に在住し、再び旺盛な文学活動の拠点としていた。童謡雑誌『赤い鳥』の編集もその一つである。大木惇夫は、一年
後、その白秋を訪ね知遇を得、白秋が鬼籍に入る昭和１７年１１月まで、強い絆の師弟関係が続くのである。処女詩集
『風・光・木の葉』は、白秋の序文を得て出版されたのは当然である。白秋の友人、木下杢太郎は拜呈された詩集の序文の
肩に「コノ序文ガナカツタラモツト好イ詩集トナッタデアラウ」と杢太郎一流の辛口メモを残している（神奈川県立近代文学館
所蔵）。発刊当時の雰囲気を伝えてはいないだろうか。
「酒匂川」
妻・慶子を亡くした５年後の詩集『冬刻詩集』（昭和１３）の詩「風を愁えて」に「酒匂川、淼々（べうべう）たりや、/ わが夢は
風を愁得て / 湘南の水を離れず、/ あひ會はで幾日過ぎ來し」とある。大木惇夫にとって「酒匂川」は、妻・慶子に重なる
重要なモチーフであり、石を投げる行為は、妻の不治の病に対する悲しみの表象であろう。
「野茨と蜜蜂の中へ」
詩集『殉愛』（慶子よおまえを歌った）（昭和４０）は、妻・慶子の思い出のために既刊の詩集の中から選んだ詩をまとめたも
のである。その第五部「野あそび」に収められている。小田原時代がいかに充実し、二人にとってかけがえのない時間で
あったことが読み取れる。詩集『殉愛』には、「在りし日の慶子」の写真が掲載されている。
「春来れば」
大木惇夫が大磯の〔鴫（しぎ）立つ庵〕に立ち寄った時の印象を想い出しいる一篇。西行法師への挨拶をかねて「春来れば
鴫立澤の磯寺の潮のかをりのそぞろしのばゆ」の短歌を詩の冒頭に置いている。大木夫妻にとっての春とは、妻・慶子の
病気の全快であり、そのことを密かに磯砂に筆草で記すことにより祈ったのであろう。
「風と葦切」
大木惇夫が初めて白秋に会った時に持参した草稿の中の一篇であろう。白秋の知遇を得た後、全ての詩を没にし、改めて
試作を始めている。しかし、草稿の中から棄て難い十三篇の詩を残し「昔日の歌」章としてまとめている。風鳴琴はエオリア
ンハープのことで、共鳴板に多数の弦を張り風のある所に置いて和音を楽しむものである。「ひろごり、ほそり、絶え、つづ
く」慶子への想いを風鳴琴の音に託したのであろう。「風」は慶子であり、「葦切」は惇夫自身であろう。
「赤き屋根」
白秋は「木兎（みみずく）の家」の隣に３階建洋館を建て、本格的に小田原での文学活動を始める。大正１０年４月に生涯の
伴侶となる佐藤菊子を迎え、白秋が望んでいた生活が始まる。翌年３月、長男隆太郎の出産を控え慌ただしい白秋邸に大
木惇夫は訪問するのである。一度は面会を断られるが再度門をたたき、何らかの偶然が作用し面会を許されている。一篇
の詩「小曲」を見つけた白秋は、その夜遅くまで詩談に花を咲かせたということである。大木惇夫の通い慣れた白秋山荘へ
の道が「野茨の道」として小田原の文学散歩道の一つであることは、市民の誇りである。
「海音」
大木惇夫は白秋が鬼籍に入った二日後、東京新聞紙上（昭和１７．１１）で次の様な追悼文を書いている。「（略）漂泊のお
もひとどめ難く、自分が博文館を辞して、小田原に仮寓した頃のことであった。一巻の草稿以外には無一物であった自分に、
かくも深い愛情と熱意をこめて説き、自分が詩を以て立つ決意促してくれたーむしろ強いてくれた先生こそは二つなき恩人
である。（略）」大木惇夫自身の漂泊する青春を詠んだ詩であろう。「友よ」と呼びかける対象は、海を隔て米国に住み、後
の妻となる慶子自身でもあるかもしれない。また、文学の道を目指し上京する自分自身への固い決意かもしれない。

＜曲目解説２＞
３．小田男 思い出の曲
今までに私達が愛唱してきました曲の中から、皆様にも馴染み深く・良くご存知の歌を中心に、思い出の曲でステージを
構成いたしました。 いろいろな機会を通し、今後も他の曲を含め歌い継いでいきたいと思っています。
森の歌声
アメリカの学生の為に創られた曲で、 三沢 郷 の作詞・福永陽一郎の編曲により、小田原男声合唱団の定期演奏会の
オープニング曲として、第一回から演奏されている曲である。
大島節
東京都伊豆大島の民謡。明治初期、大島野増（のまし）村（現 大島町）の人々が茶もみの労作唄として歌い出したものだ
と言われ、『野増節』とも呼ばれていた。この『野増節』に、横浜市あたりで歌われていた茶の火入れ再製作業の労作唄『お
茶場節』が取り入れられ現在のメロディとなったと言われている。
からたちの花
山田耕筰と北原白秋は親交が深く、多くの歌曲を共作している。 その様な関係の中から、１９２５年（大正１４年）にこの歌
が発表された。 耕筰は１０歳で父が病死し養子に出され、活版工場で勤労しながら夜学で学んだ。耕筰は自伝において、
工場で辛い目に遭うと「からたちの垣根」まで逃げ出して泣いたと述懐している。 この歌は耕筰のこの思い出を白秋が詞
にしたものである。
雨
詩稿 『母の瞳』（大正 １４．９）八木重吉は、処女詩集 『秋の瞳』（大正 １４．８）発刊時、詩人勝承夫に返書で 「５０歳
になればほんとうの詩がかけてくる。 ５０歳までは準備だ」と書き送っている。 肺結核はその時間を与えず、享年２９歳を
一期に夭折した。

４．男声合唱組曲「わきめもふらず。ジグザグに。」

及川 均

作詩 信長 貴富

作曲

信長 貴富
本日は演奏会のご開催、誠におめでとうございます。小田原男声合唱団が50周年という記念すべき時を迎えら
れたことはもとより、今日に至るまでのコロナ禍を乗り越えて演奏会を実現されたことに、心からお祝いを申し
上げたいです。
10年前、40周年の際に『わが詩友』（詩＝三好達治・丸山薫）という曲集を作曲し、オダダンの皆さんと札幌
での初演、そしてお膝元小田原での再演をご一緒したことを懐かしく思い出しています。50周年にあたって再び
作曲の機会をいただけたことは大変嬉しい出来事でした。
今回、構想を練るに際して前作『わが詩友』で描いた友情の世界の流れを汲むものを思い浮かべていました。
その一方で、世界はコロナによる厄災に覆い尽くされ、人が集まることや歌い合うことが難しい状況の真っ直中
にあり、そんな中で人々の心のつながりについて思いを向けることは、切ない苦しみを伴う作業でもありました。
きっと再び集える日が戻ってくると力強く信じ続けるしかありませんでした。
さて、今回選んだのは及川均（1913〜1996年）の『焼酎詩集』（1955年）から4篇です。文字通り、酔っ払いの
歌というわけですが、そこにあるのは諧謔と哀愁の入り混じるほろ苦い世界です。生きていることは徒労で、窮
屈で、酒場を一歩出れば寒風吹きすさぶ世知辛さと孤独が際立つばかり。そんな頽廃の風景を、詩人は醒めなが
らユーモラスな詩風に落とし込んでいます。
4篇のどれもが二行一連の形式と定型的な語調を備えていて、歌謡的な雰囲気を持っており、そのため今回の作
曲では徹底して明確なメロディを示し、ある種の世俗的な雰囲気を持たせることに意識を向けました。そのため
時として詩の順序を入れ替えたり行を省いたりして有節歌曲の形式（1番・2番のような形）を整えたりもしてい
ます。
人が集まり肩を寄せ合う、歌い合う、酒を酌み交わすといったことは、人間が人間であるために逃れることの
できない営みと言えるでしょう。音楽もまた然り。コロナ禍を経て、音楽への憧れは一層大きく膨らむばかりで
す。
40周年の際には外山浩爾先生にお世話になりましたが、外山先生ご勇退のあと引き継がれた辻秀幸先生の指揮
によるオダダンは、また新たな顔を見せてくださるのではないかと期待しています。小田原男声合唱団の皆さん
が今作をどんなふうに歌ってくださるか、楽しみでなりません。

＜ プ ロ フ ィ ー ル ＞
常任指揮者

辻 秀幸

東京藝術大学声楽科及び同大学
院独唱科修了。1985年イタリアミ
ラノを中心にヨーロッパへ音楽遊
学。 1986年 イタリアのノバ ラ市国
際声楽コンクール入賞。その後、
欧州数都市でベートーヴェン「第
九」のソリストを務め、各地でコンサートに出演し好評を
博す。オペラでは古典から現代に至るまで、数多くの作
品に出演し、その優れた演技力と歌唱力は、新聞・音楽
誌上度々絶賛された。特に宗教音楽の演奏家としての
活躍は目覚ましく、バッハ、ヘンデル、ハイドン等の宗教

曲・オラトリオの演奏ではソリスト・エヴァンゲリスト、指
揮者として、その活動は常に注目を集めている。指導に
当たっているアマチュア合唱団は15を数えている。洗足
学園音楽大学講師、東京藝術大学講師、国立音楽大
学講師、日本合唱指揮者協会副理事長、東京都合唱
連盟副理事長、日本演奏家連盟会員、㈳Harmony for
JAPAN理事。全日本合唱連盟季刊誌「ハーモニー」編集
委員・［ヒデさんは観た！］を連載中。合唱講習会講師、
合唱コンクール審査員、ＮＨＫ全国学校音楽コンクール
審査員、全日本合唱コンクール全国大会審査員を務め
る。2016年、当団の常任指揮者に就任する。

指揮者
村田 雅之
石川県出身。中学時代より吹奏楽
で指揮者、合唱部でピアノを務め
る。横浜国立大学工学部を卒業。
在学中はグリークラブに籍を置き、
１年次より学生ピアニスト、３年次
からは学生指揮者を務める。在学
中より、多くの一般合唱団や講習会に参加、合唱全般
の研修を積み栗山文昭、松下耕、伊東惠司の各氏から
影響を強く受ける。音楽関連会社に勤務の傍ら、 なに
わコラリアーズ、合唱団お江戸コラリアーず（全日本合

唱コンクール全国大会、同声合唱の部、金賞・最優秀
団体・文部科学大臣賞・シード合唱団）に於いては、歌
い手の他、指揮、ピアノ、打楽器を担当する。横浜国立
大学グリークラブ、立正大学グリークラブ、男声合唱団
東鶴（あずまつる）、Kiyohachi Bravo’sなどの合唱団に
於いて指揮、ピアノ、アンサンブルトレーナーを務める。
2014年トレーナーとして、小田男で指揮・ピアノを担当
する。2016年、指揮者に就任する。

ピアノ

中根 希子

小田原市出身。東京藝術大学音楽
学部器楽科ピアノ専攻卒業。 第３
回長江杯国際音楽コンクール第２
位等多数入賞。ウィーン、シカゴ等
で
の音楽セミナ ーマスター ク ラス参
加、ディプロマ取得、終了演奏会出
演。1999年ポーランド共和国大使館後援「日本ポーラン
ド国交樹立80周年記念及び国際ショパン記念演奏会」
に出演。植田克己、佐藤俊、ノエル・フローレスの各氏に
師事。1999年ポーランド共和国大使館後援「日本ポーラン
ド国交樹立80周年記念及び国際ショパン記念演奏会」に

ヴォイストレーナー 杉山 範雄
小田原少年少女合唱隊に入隊。ル
ネッサンスから現代まで多くの
アカペラ・アンサンブルを学ぶ。東
京 藝術大学音楽部声楽科を経て、
これまでに、「コシ・ファン・トゥッテ」
ドン・アルフォンソ、「カルメン」エス
ミーリヨ、等を演じ、ヘンデル「メサイア」、モーツァルト
「戴冠ミサ」「レクイエム」、ベートーヴェン「第九」、フォー
レ「レクイエム」等、演奏会バスソロにて多数出演、小泉
ひろし・小林研一郎・飯森範親等、各指揮者のもとソリ

出演。2007年以降、「市民による小田原音楽フェスティバ
ル」では、小林研一郎・末廣誠・広上淳一・富澤裕・山田和
樹・黒岩英臣・佐藤眞・瀬山智博の各氏の指揮のもと、第
九・モーツァルトレクイエム・ドイツレクイエム・メサイア等の
演奏会でピアノアシスタントを務める。2009年ウィーンフィ
ルメンバー・シュトイデ弦楽四重奏団と共演、2012年、
2015年小田原でのソロリサイタル開催他、2013年ヴァイオ
リン豊嶋泰嗣、2014年小田原フィルハーモニー、以降天満
敦子他著名人との共演、いずれも好評を博す。2021年小
田原三の丸ホールに於いて、ピアノ選定に貢献、9月には
ピアノ開きソロコンサートを開催、好評を博す。

ストを務める。また、合唱指導等にも意欲的に取り組み、
合唱祭の講師等を務める。東京、神奈川を中心に、
コーロ・しるふれい、金沢混声合唱団、In Pace、栄女声
合唱団、ぶどうの会、鎌倉市民混声合唱団、北鎌倉女
声合唱団、アンサンブル萌、コーロ・フォレスタ、秦野混
声合唱団等の常任指揮者を務める。明治大学グリーク
ラブ、小田原男声合唱団、横浜混声合唱団、中央区プ
リエール・ジュニア・コーラス等の歌唱指導に取り組む。
杉友会優しい合唱講座講師。神奈川県合唱連盟副理
事長。

＜ 小田男５０年を振り返る ＞
小田原男声合唱団５０年の歩み
１ 常任指揮者の豪華なリレーは他の合唱団からも羨ましがられています
福永陽一郎先生

１９７１～８６

２

３

４

５

６

外山浩爾先生

１９９６～２０１５

辻 秀幸先生

２０１６～現在

実は男声合唱協会でも中心的役割を果たしているのです
１９７４年 JAMCA（日本男声合唱協会）加盟 ７５年以降隔年の定期演奏会に参加
現在理事団体
１９９４年 KAMCA(神奈川男声合唱協会)の発足に尽力 第１回の演奏会を小田原で
行う
諸々の記念コンサートに招待されています
１９７７年 東海メールクワイヤー第１回ジョイントコンサート
１９８６年 福永陽一郎先生還暦コンサート
１９９１年 福永陽一郎先生追悼コンサート
２００１年 石井 歓先生傘寿祝賀コンサート
２０１７年 辻 秀幸先生還暦祭り
２０１９年 石井 歓先生没後１０周年記念コンサート
海外合唱団との交流や海外演奏も団員の楽しみの一つです
１９８０年 ベルリン・リーダーターフェルとの合同演奏会
２００６年 ウイーン演奏会 （ウイーンコンツエルトハウス）で「月光とピエロ」他
を演奏
２００７年 日独交換演奏会でアルベルト・フィッシャー合唱団と共演
バルト三国演奏旅行
２０１０年 第４３回サンフランシスコ桜祭り 日米合唱コンサートに参加
小田原市姉妹都市チェラヴィスタ訪問 演奏会出演
２０１１年 チェラヴィスタ市訪問使節 歓迎レセプションで演奏
２０１４年 ドイツ遠征 アルベルト・フィッシャー合唱団と共演
感動的な客演指揮でした
１９８７年 黒岩英臣氏 第１６回定期演奏会「エレミアの哀歌」
１９８９年 畑中良輔氏 第１８回定期演奏会「TOSTI 名曲集」から
「草野心平の詩から」
１９９１年 多田武彦氏 第２０回定期演奏会「柳河風俗詩」
１９９２年 外山浩爾氏 第２１回定期演奏会「光の海」
１９９６年 石井 歓氏 第２５回定期演奏会「枯れ木と太陽の歌」
２０１４年 辻 秀幸氏 第４３回定期演奏会「土の歌」
創立当初は合唱コンクールに出たこともありました
１９７３年 全日本合唱コンクール全国大会 銅賞受賞

小田原男声合唱団 委嘱曲一覧
２０００年
２００６年

２００８年

２０１１年

・男声合唱組曲 「西湘の風雅」
作詩 大木 惇夫
１１月１０日 第３０回記念定期演奏会で初演
・男声合唱組曲 「冱寒小景」（ごかんしょうけい） 作詩 北原 白秋
１０月８日 日本男声合唱協会（JAMCA）大分演奏会で初演
・男声合唱のための宮崎駿アニメ映画音楽集編曲委嘱
さんぽ
作詩 中川希枝子
いつも何度でも
作詩 覚 和歌子
さんぽ（Final）
作詩 中川希枝子
１１月１８日 第３５回定期演奏会で初演
・男声合唱組曲 「大木惇夫の詩からー四季點綴」（しきてんてい）
作詩
大木 惇夫
９月１４日 日本男声合唱協会（JAMCA）滋賀演奏会で初演
・五つのオアハケーニャによる憧憬 編曲委嘱
１１月８日 第３７回定期演奏会で初演
・男声合唱とピアノのための「わが詩友」 作詩 三好 達治・丸山 薫
７月１７日 日本男声合唱協会（JAMCA）札幌演奏会で初演
・男声合唱組曲「達治の旅情」
作詩 三好 達治
１１月１２日 第４０回記念定期演奏会で初演
・男声合唱組曲「わきめもふらず。ジグザグに。」
作詩 及川 均
１２月４日 第５０回記念定期演奏会で初演
n

２０２１年
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小田原男声合唱団 事始め
井上 忠彦
昭和４４年１２月。男声合唱団を創ろうではないかと、はじめての会合が持たれまし
た。メンバーは、国立音大卒の輿石、大塚、松本、角田、それに楽器屋の井上でした。
その頃国立関係で混声という話しもあったようでしたが、なかなかきっかけがなかっ
たようでした。それが男声合唱団にしようという話し合いになったのは、小田原はす
でに混声合唱だがいくつかあり、混声よりも男声にした方がよいのではないかという
ことでした。
まず指揮者は小田原内部よりも、日本の一流の人にと言うのが一致した意見でした。
メンバーは、学校の音楽の先生、現在混声でうたっている人、以前うたっていた人
に声をかければなんとか集まるのではないかと、その時はあまり具体的な線まで行か
ず解散しました。
それからは個人的な話し合いはあったにしても、忙しい人達ばかりなので４６年ま
で一度も会合はもたれませんでした。
４６年４月、今度は正式に発起人会を持つことになり、輿石、大塚、松本、井上そ
れに湘南合唱連盟理事長の長谷川が加わり、具体的な話し合いがもたれました。
指揮者には、井上が以前小田原労音の例会でお話ししたことのある男声合唱の指揮
者では第一人者の福永先生にお願いしようということになり、お電話したところ、御
病気とのこと、秋には全快の予定と聞き、発足はその後にしようと決まりました。
９月、先生の全快をまって正式にお願いに伺ったところ、非常に心よくお受けいた
だき、むしろ気持ちの引きしまる思いでした。男声合唱団を創ろうとしたこと、これ
から中央でなく地方に文化が育つ可能性のあること、先生の住所藤沢から割合近いと
いうこと等が、お引き受けいただいた理由のようでした。その後メンバーを集める段
階で、福永先生が本当に毎週来ていただけるのかと、何度も念を押されたことも度々
ありましたし、最初の練習日に４０名も参加し、メンバーの質も高く、その後も脱落
する人の少ないのは、やはり合唱における指揮者の力をまざまざと感じたことでした。
４６年１１月２日、最初の練習日の感激は忘れません。労音委員長の松野さんの御
紹介で記者クラブで会見をし、それが記事になったとはいえ、発足の日から多数の人
が参加し、今までわれわれが味わった事がない音と音楽が城内小学校の音楽室にひび
きわたったからです。
（小田原男声合唱団１５年誌の記事から抜粋）

Members 2021
小田原男声合唱団
Ｔ１
加藤
河田
斎藤
露木
中島
水城

Ｔ２
重喜 （秦野市）
青野
一男 （伊東市）
奥住
惠司 （伊勢原市） 白石
聰 （小田原市） 杉本
弘光 （南足柄市） 髙瀬
髙嶺 （秦野市）
土肥
福井

名誉指揮者
外山 浩爾
常任指揮者
辻
秀幸
指揮者
村田
ピアノ
中根

雅之

希子

ヴォイス
トレーナー
杉山 範雄

幸夫
隆之
久司
健二
昇次
雄一
隆

（秦野市）
（茅ヶ崎市）
（開成町）
（南足柄市）
（小田原市）
（小田原市）
（二宮町）

Ｂ1
上利 宏冶
池田 武人
伊東 清邦
岩越 万里
江川 卓男
岡部仁之助
加藤 和信
菊池 義彦
下村 興毅
中村 敬
西山 隆行

運営スタッフ
団長
斎藤 惠司
副団長
鈴木 壽久
事務局長 杉本 健二
団内指揮者・
技術部長 福井
隆 Ｔ１
Ｔ２
B１
B２
財政部長 廣瀬 友二
事業部長 河田 一男
団員部長 髙瀬 昇次 Ｔ１
Ｔ２
B１
B２
渉外部長 鈴木 壽久
情報部長 上利 宏冶
財政監査 青野 幸夫
田島 達也
JAMCA
杉本 健二
KAMCA
鈴木 壽久

斎藤
福井
加藤
一色

惠司
隆
和信
義信

露木
髙瀬
中村
磯田

聰
昇次
敬
幸男

（小田原市）
（秦野市）
（秦野市）
（小田原市）
（鎌倉市）
（小田原市）
（小田原市）
（小田原市）
（小田原市）
（南足柄市）
（秦野市）

Ｂ２
一色 義信
磯田 幸男
坂口 宗夫
佐々木秀昭
鈴木 壽久
田島 達也
野口 𠮷昭
廣瀬 友二
柳田 圭一

（秦野市）
（小田原市）
（小田原市）
（秦野市）
（南足柄市）
（南足柄市）
（横浜市）
（秦野市）
（湯河原町）

定演・５０周年記念プロジェクト
河田 一男
一色 義信
江川 卓男
坂口 宗夫
下村 興毅
千葉 陽一郎
露木 聰
土肥 雄一
水城 髙嶺
柳田 圭一
舞台
福井 隆
高橋 茂樹
写真
稲子 紀夫
様
録画
坂口 尚夫
様
譜捲り
柏木 晶子
様
受付・案内 小田原木曜会 様
南ｴｺｰｺｰﾗｽ 様
市文化ｻﾎﾟｰﾀｰ様

団員募集
2022年12月に第５１回定期演奏会を行います。是非この機会に一緒に男声合唱の醍醐味を楽しみませんか。
ご連絡をお待ちしております。
練習日時： 毎週火曜日 18：30～20：45
月1回日曜日 13：00～17：00
練習会場： 谷津公民館（小田原駅西口より徒歩７分）
会
費： 月額４，５００円（大学生は半額、高校生は免除）
なお、未経験の方のために練習用音源を用意します。
連 絡 先： 杉本 健二 電話0465（73）0037
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://odadan.org/ （小田原男声)で検索してください

