参加者

2012年4月23日
敬称略

岩手県
岩手県立盛岡第二高等学校
（小笠原芽衣 工藤優奈 渋田稀結 八重樫なつみ 山本夏美 吉田彩華 小濱和子 坂本尚美 佐々木望 須川智理 髙橋亜実 田村広子
吉田真菜 大崎彩代 外舘実 田中英理 常世田杏奈 藤原由実花 和田愛香菜）
岩手県立軽米高等学校
（川島彩衣 下谷地優衣 菅原瑞穂 三船桂子 須藤千晴 竹澤慶佳 森下知佳 若宮梨香 坂上知春 高橋千夏 野中浩子 日向瑞穂）
コールＴｏｎａｎ
（川崎敦子 北田章子 昆典子 佐々木いく子 鈴木靖子 藤沢局子 古川由美子 吉田三枝子 小野寺公子 小山信子 川村ケイ子
久保田サヨ 斉藤孝子 鈴木敏子 中野淳子 藤澤サツ子 藤村伸子 堀合和子 吉田富子 伊藤由子 佐々木宏子 佐々木昌子
田口頌子 露崎恵美子 藤原良子 太野廣子 湊美津子 一戸陽子 向山弓子）
岩手大学教育学部附属小学校 文教サークル・若竹コーラス
（伊藤敏子 浦田真理子 川嶋容子 中村恭子 川手裕絵 平野珠実 細田文子 本庄詩乃 村田文由子 岩淵純子 小山田サナエ
四日市香織）
親と子の合唱団ノイホフクワイヤー
（浅沼和子 木下詩乃 佐々木理紗子 大沢恭子 菊池恵美 安部正子 三笠恵子 渡邊ムツ 小澤一郎）
女声合唱コーロシュプール （三浦洋子 松崎裕子）
Ｃｏｒｏ ｆｅｌｉｃｅ
（小野寺真織 土肥洋子 中関彩花 内山優 佐々木志穂 水田江梨子 相場恵 阿部久美子 小野寺恵 二唐美奈子）
岩手県立盛岡北高等学校
（稲葉智佳 大石実咲 高橋まりの 土屋実友 角掛綾香 府金千秋 藤原弘子 吉田裕梨 石垣聖奈 川村有海 千葉真澄 間澤樹菜
吉田香織 吉成睦 大橋大河 木村達海 土屋公俊 片野嘉明 勝又彬 菊池孝太郎 昆野清美 山本匡誼）
盛岡コメット混声合唱団
（大谷美代子 奥崎由樹子 駒木恵 佐々木千恵 田中恵子 田中沙季 南幅カツヨ 横山由希子 壽範子 白根真知子 菅原光江
千葉清美 斗内トシ 長鈴晴香 野澤裕美 樋口美保子 穂積佳穂子 横澤圭子 吉田澄子 青山良一郎 秋山信愛 梅津勝 澤村憲照
神牧雄 谷藤隆一 石川桂司 大森明久 川村和義 清見尚男 小坂博 鈴木克則 高橋仁志 橋本豊 平沢知之 藤澤正男 村野井時男）
合唱団Ｂｅｌｉｅｖｅ
（安藤恵子 大谷美智子 大松弘子 河本由紀 佐藤美恵子 高橋美和子 堀合郁子 小原節子 阿部伸恵 石田節子 小野タエ子
佐藤恭子 佐藤貴子 松本恵子 斉藤明 庄司興郎 盛合匠 山口安幸 石原晃史 昆野清一 佐藤定）
一関女声合唱団 （阿部了子 佐々木幸代 千葉綾子）
コ−ルエトセトラ
（伊藤恵津子 及川佐恵子 昆野志津子 佐藤直子 田中美由喜 名須川千博 阿部良子 佐藤アヤ 堤幸子 三浦淑子 小原克郎 堤久夫）
アンサンブルガリーナ （阿部亮子 田口津奈子 松田恵美子 小山田あつ子 中山齢子 平沼良子 山根寿々恵）
こまくさ女声コーラス （加藤み乃里 藤田祐子 高橋洋子 岡澤光子 簾内愛子 中野芳子 吉田園子）
釜石ユネスココーラス （木下佳子 高橋伊緒 藤井まさ子 山陰恵美子 上飯坂富喜子 菊地州子 設楽明子 土橋郁子 西原多美恵）
岩手県立大学混声合唱団
（阿部希望 一井七海 小原歩美 越崎栞 千葉絵梨香 中田悠 阿部由比 猪股茉美 斎藤絵里 須川省吾 宮本賢 山田裕己 山本忠弘
坂本啓祐 沢田泰人 下村和正）
混声合唱団北声会
（太田和子 駒木美和子 中村静子 藤井明子 石川晶子 尾形和恵 鎌澤光子 川村尚子 佐々木紀子 外舘光代 熊谷晃 佐々木康勝
千葉達也 中野攻 佐藤洸 照井隆一 日野輝夫 米内滋）
都南混声合唱団
（阿部ソノ子 小田島敦子 小原尚子 儀俄宏子 佐々木恵子 佐藤峯子 城内結子 福士ゆみ子 鎌田友紀子 熊谷淳 誉田慶信
相原康雄 伊藤直 小林雄吾 東海林隆幹 菅原正貴 千葉正信）
釜石混声合唱団 （菊池征毅）
遠野市民合唱団「ふきのとう」 （赤羽根由紀子 菊池良子 箱石千恵子 青山麗子 田中洋子 三浦彰子 臼井悦男 山口清志）
コーラスななしぐれ
（小山田勇子 木村久子 田鎖キミ 種市好子 畠山桂子 馬場リチ子 三浦幸子 石田トシエ 小笠原タマ 工藤久美 斉藤麗 斉藤サト
藤田フミ子 山本晶子）
混声合唱団アミューズ （佐々木律子 馬場英子 小原由美子 及川京子 及川恵 二階堂智子 馬場寿）
山岸グリーンコール （山口剛）
個人でのご参加
（伊藤恵子 菅原ツエ 弥藤和子 村上温代 小玉充子 牛越洋子 菊地征子 古玉肇子 佐々木加奈子 金野陽子 稲垣貞男 高橋勝代
高橋文子 達増拓也 山崎歌子 渡辺温子 及川杏子）

[秋田県]
秋田県
小坂町女声コーラスやまびこ

個人でお申込みの皆様は、ご記入いただいた合唱団名で記載させて頂いております。
複数ご記入の場合は、1つ目の団体で記載させて頂きました。ご了承下さい。

（泉澤薫 小笠原典子 佐々木葉子 中村トシ 成田栄子 眞崎幸子 水木みほ 森田聡子 泉由紀子 伊藤幸子 小笠原祥子
菊池章江 中村みえ子 和田富士子）
湯沢混声合唱団ＹＭＣ （高橋喜村 高橋千代美）
[宮城県]
宮城県
宮一女ＯＧ合唱団
（大久田純子 大早尚子 佐藤泰子 佐藤友季子 庄子都 門脇千恵子 佐藤タカコ 杉野目敦子 仲田典子 福島満里恵 八木充子
熊谷倫子）
コール・オルゴール （花田美子）／ コール・ユーベル （小鹿春美）／ 大和ハーモニー （平沢公子）
リビングコーラス （村上真理）／ 静岡合唱団 （阿部暢男）／ 合唱団Ｐａｌｉｎｋａ （若松進）
個人でのご参加 （丹野ナミヒ）
[茨城県]
茨城県
混声合唱団べるなーる八千代 （山口恵美子 湯本弘美 為我井照美 渡辺美智子）
ゆうきエコー女声合唱団
（土井ゆかり 安部偕子 恩田正子 後藤満子 加藤幸枝 山中美佐子 谷田貝ゆき子 木島智恵子 塩野みち子 高橋冨美枝
宮田洋子 渡辺敦子 渡辺秀子 長濱和子 森山晃子 石川紀代）
ゆうき混声合唱団 （篠崎榮子）／ ゆうき男声合唱団 （池添善幸）／ さぬま女声合唱団 （森千歳 塚越住子）
個人でのご参加 （加瀬和子）
[栃木県]
栃木県
コール毬
大子 齋藤淳子 鈴木ハマ子
（鈴田恵理 高瀬啓子 和気亜栄子 村田恵子 冨敦子 潮田恭子 宮内玲子 伊澤伸子 海老原妖
中村弘枝 森岡康子 吉澤文子 船山俊子 鈴木籌子 吉澤政夫）
[埼玉県]
埼玉県
Ｃｉｅｌ Ｃｌａｉｒ （寺尾妙子 藤村綾子 岸井泰子 中山由紀）
コール･サファイア （嵐節子）／ チャンティック （望月香織）／ 文京シティ・コア （高倉輝彦）
サンシティ混声 （高橋利宏）
千葉県
[千葉県]
文京シティ・コア （海宝敏子 藤田みよ子 佐藤愛）／ 女声合唱団瑞季 （加藤真理子）／ 個人でのご参加 （佐藤悠子）
[東京都]
東京都
多摩リヴィエール・志おん女声合唱団・ＮＨＫ横浜マリンハーモニー
（赤石沢津也子 石原澄子 笠井加代子 金田淑子 小林ゆき子 齋藤勝美 白川満智子 髙木泰子 持木郁子 金井のふ子
杉田道子 浜田悦子 宮崎春枝 鳥井真知子 村上恭子 安東晧子 森岡絢子）
東響コーラス
（奥泉亮子 甘利久美子 都築靖子 山﨑一恵 伊藤弥緒乃 井之上隆太 兼子伸彦 仙波祐子 堀正彦 高橋ユリコ 塙大二）
合唱団エルム
（田村照一 田村ときえ 難波江和子 松井猛 鈴木桂一 久保田豊子 杉浦正子 吉川紀子 佐治陽子 松原節子 卯西啓子
江藤克子）
文京シティ・コア
（山口貞子 井上裕子 岡本和代 浅倉好子 宮田泰子 岡野薫 文伝まさこ 奥村都子 関口和子 塚本恵子 豊田富士子
風間公司 岩田浩司 丹羽達士 谷中俊夫）
日の出混声合唱団 （田村雅俊 桂晃一 山本朋子 土澤正子 今泉怜子 辻井完次）
コールドルチェ文京 （日吉洋子）／ 文京シビック合唱団（芦刈宏子 前田裕子）／ 神楽坂女声合唱団 （相沢 関 山之内重美）
大久保混声合唱団 （広吉由紀）／ りらの会 （吉村まみ子 飯塚操）／ 玉川グリーンハーモニー （大藤恵美子）
コールメゾフォルテ （西山勝暢）／ コーロネスポラ （三武桂子 新の辺 杉浦順子 佐藤かほる）
混声合唱団「慈音」（木下雅勝 岡澤礼子）／ ＯＨ昭和第一高等学校ＰＴＡコーラス（渡辺考陽）
混声合唱団コーロ・ソフィア（尾和邦彦 尾和令子）／ 板橋区混声合唱団 （小野博子）／ クロスロード・シンガーズ （高橋基之）
個人でのご参加 （白井美帆 押切貞子 笹部雅人 笹部泉 佐藤久美子 佐藤和子 大津佐知子）
[神奈川]
神奈川県 愛川混声合唱団 （甘利数代 片岡由美 中村久美子 中村秀太朗 中村実 半谷周一郎 柳川直子 亀田雅江）
混声合唱団樹林 （筒井博史 土岐みさ子 太田智枝 増田フミ子 藤井幸子 古川セツ 田名綱ミツ子 長谷川嵩 中条良 八木茂明）
湘南混声合唱団 （倉橋厚子 奥津千恵子）／ 小田原木曜会 （門脇梢）
日立コールシステムプラザ （小越尚江 高山泰）／ ハマ音合唱団 （髙橋恵子）／ 横浜さかえ男声合唱団 （飯田拡充）
東京アカデミー合唱団 （江原雅子）／ 厚木混声合唱団 （飯塚正道）
個人でのご参加 （辻みよね 山浦明日香）
[新潟県]
新潟県
女声合唱団「フェリーチェ」（中村美智子 古井明美 持田さなえ 加藤良子 高橋幸恵 馬場浩美）
[富山県]
富山県
富山アカデミー女声合唱団 （三原正子）
[静岡県]
静岡県
静岡合唱団 （増田晴美 大井啓子 大井慶二 武藤礼子 甲田貴美子）／ 静岡混声合唱団ひびき （松本智勢子）
静岡バッハ合唱団 （菊島律子 桜井芳子）／ 静大混声ＯＢ合唱団「かなた」（谷澤直子）
[京都府]
京都府
神楽坂女声合唱団（中東仁子）
[兵庫県]
兵庫県
アンサンブル・ピリカ
（三瀬由美子 山本真梨子 小川奈津子 大森詩子 吉村知映 有野康羽 大藤詩音 小浜田恵津子 繁田圭子 佐野美代子）
コール・セラフィム （小巻光平）
[岡山県]
岡山県
アンサンブル・ピリカ （岸根麻美子）
[鹿児島]
鹿児島県 鹿児島シャンテメール （相星美代子 板坂和子 川畑淳子 川畑理沙 井上麗子 中野三津代 牧之内和子 原ゆみ子）
橋本ふさ

被災地域からの参加助成にご寄付、ご協力頂いた皆様

敬称略

本間雅子
栗山文昭
稲垣貞男
中西覚
鈴木礼子
栗島聰子
五十嵐吉孝
国久頴子
佐藤節子
片山みゆき
西宮少年合唱団OB会と現役団員の子供達
女声合唱団コスモス(神戸)
神楽坂女声合唱団
ミナトシティーコーラス
女声合唱団「晩鐘」
(株)ラテーザ「ヴェルディレクイエム2013年inウィーン合唱団」
シャンテメール
コーロネスポラ
多摩リヴィエール
厚木合唱連盟
プチコール夙川
4月14日合唱講習会参加者の皆様

[協 力] (株)近畿日本ツーリスト東北 盛岡支店，(財)盛岡観光コンベンション協会
(一般社団法人)Harmony for Japan，(株)グロリア・アーツ，(有)シン・ムジカ

[岩手県合唱連盟]
太田代政男 山田靖了 村松玲子 星慶哉 小濱和子 野澤裕美 八重樫千尋 赤塚温子 山口浩子 佐藤文子 鈴木靖子 古川由美子

[ボランティアスタッフ]
岩手県（岩手県立盛岡第四高等学校音楽部 野崎明美） 静岡県（蓑島晋 蓑島洋子）

主催 歌おう！共に！実行委員会

辻秀幸 (長男・テノール歌手・合唱指揮者・洗足学園音楽大学客員教授)
佐竹由美(長男嫁・ソプラノ歌手・東京芸術大学・国立音楽大学講師)
辻志朗 (次男・ピア二スト・合唱指揮者・洗足学園音楽大学講師)
辻悦子 (次男嫁・ピア二スト)
辻裕久 (三男・テノール歌手・玉川大学芸術学部パフォーミング・アーツ学科教授)
なかにしあかね(三男嫁・作曲家・宮城学院女子大学音楽科教授)

共催 岩手県合唱連盟

