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Pronle

伊東 恵司 喀演指揮)

1990年同志社大学を卒業 (ポス トモダン芸術論を専攻)。 90年以降多数の合唱団で合唱指導を開始。
′99年から出場 した全日本合唱コンクールでは「なにわコラリアーズ」の 10年連続金賞を始め複数

の合唱団で 25個の金賞 (14度の特別賞)を受賞。宝塚国際室内合唱コンクール 20周年記念大会

では海外の団体をおさえ総合グランプリを獲得 している。現在は、全国各地で審査員や合唱指導を

引き受けるほか「アルティ声楽 アンサンブルフェスティバル (京都)」 「コーラスめつせ (大阪)」

等の新規合唱フェステイバル、学生指導者合宿の企画や主催を行つている。また、世代間を取 り結

ぶ「京都のわらべ歌プ回ジェク ト」の企画等、合唱を使つた多彩な仕掛けを行つており広く各方面

からの注目も浴びてい る。京都府合唱連盟理事、日本合唱指揮者協会理事、21世紀の合唱を考え

る会 合唱人集団「音楽樹」会員。

カワイ出版より「スチューデン トソングブック (共編著)102」 を上梓。近年では「みなづきみの

り」のペンネームで作詞活動を展開。松下耕、高嶋みどり、千原英喜、信長貴富、相澤直人、松本望、

北り|1昇…等の作曲家により合唱曲が多数作られている。

Program

Sing

メロディーキッズ・ ビッコロ
「地球のかぞく」より

もぐらのヒミツ

ひょつこりひょうたん島

世界がひとつになるまで

女声含唱バンジー

Birthday

女声合唱曲集「ほほえみ」より

めぐりあいの中に

草津中央少年少女合唱ロ

あしたは はれる

ビューティフル・ネーム         作詞

こどもの城の歌

ビアノ :原野 智子

作詞 :」 .Raposo 訳詩 :星加ルミ子 作曲 :」 .Raposo

指揮 :伴 真 由子   ピアノ :大西 善子

作詞 :石原一輝 作曲 :大田桜子

作詞 :井上ひさし・山元護久 作曲 :宇野誠一郎

作詞 :松井五郎 作曲 :馬飼野康二

指揮 :平田 美音子 ピアノ :武田 可奈美

作詞・作曲 :さだ まさし 編曲 :山室紘一

作詩 。作曲 :鈴木憲夫

指揮 :木村 員理子  ピアノ :杉下 純子

作詞・作曲 :坂田おさむ

:奈良橋 陽子・伊藤 アキラ 作曲 :タ ケカワユキヒデ

作詞 :岩谷 時子 作曲 :実吉 英一



マロンコーラス
信時潔合唱曲集より「櫻花の歌」

l.いにしへの
‖。いかにせん
Ⅲ.吹 く風を
Ⅳ。さざなみや
V.山寺の

混声合唱レッツ・ハーモニ

琵琶湖周航の歌   作詞 :小口太郎

平和という果実

アンサンブル・フィアート
「マザー・テレサ愛のことば」より

私は 1本のエンピツ

A Clare Benediction(ク レア祝祷)

Greetings

コーラスあぎみ
「風のとおりみち」より

なんのき

「光のとおりみち」より

小鳥の旅
雪の窓辺で

星の子 FAM
元気のでる歌

心の瞳

うたおう

混声合唱団草津カンタービレ
日本中に歌声を「歌おう N PPON」 プロジェクト

ー前ヘー

想い出がいつぱい

指揮 :高原 朱実 ピアノ :小川 麻里

作詩 :伊勢大輔 作曲 :信時 潔

作詩 :熊野の娘侍従 作曲 :信時 潔

作詩 :源義家 作曲 :信時 潔

作詩 :読み人知らず (平忠度)作曲 :信時潔

作詩 :能因法師 作曲 :信時潔

―       指揮 :中島 愛子  ピアノ :川口 知江

作曲 :吉田千秋 編曲 :寺島尚彦 合唱編曲 :レ ッツ・ハーモニー

作詩 :金子静江 作曲 :鈴木憲夫

指揮 :浜田 明美 ピアノ :奥村 利恵

マザー 。テレサの言葉による 構成 。作曲 :鈴木 憲夫

作詞・作曲 :ジ ョン・ラター

作詩 :清水 雅彦 作曲 :千原 英喜

指揮 :高内 知子   ピアノ :中根 典子

作詩 :谷川俊太郎 作曲 :三善晃

作詩 :勝 承夫 作曲 :三善晃

作詩 :薩摩忠 作曲 :三善晃

指揮 :矢守 真 弓  ピアノ :原野 智子

作詞・作曲 :ほ しのひらめ

作詞 :荒木 とよひさ 作曲 :三木 たかし 合唱編曲 :井上一平

機揮.:1伊東 恵司 ピアノ :奥村 利恵

作詩 :みなづきみのり 作曲 :千原英喜

指揮 :福嶋 あかね  ピアノ :福田 葵

作詞・作曲 :佐藤 賢太郎

作詞 :阿木燿子 作曲 :鈴木 キサブロー 編曲 :源田俊―郎

指揮 :内藤 雄斗  ピアノ :上野 純子

作詩 :みなづきみのり 作曲 :Jり |1昇

立命館大学メンネルコール

翼

男声合唱「そのひとがうたうとき」より

信じる 作詩 :谷り|1俊太郎 作曲 :松下 耕



コ〒ル・ ソr‐レ

森のお客さま

桜の花びらのように

はも,する・ フエーリーチエ
女声合唱曲集「ほほえみ」より

ふるさとの木の葉の駅
ほほえみ

草津エコ

「
「白いうた 青いうた」より

ぶどう摘み
なぎさ道
火の山の子守歌

指揮:鈎 美津子  ピアノ:奥村 利恵

作詩・作曲 :なかにしあかね

作詩 :みなづき みのり 作曲 :田中達也

指揮 :中島 愛子  ピアノ :田中 友美子

作詩 :坂村真民 作曲 :鈴木憲夫

作詩 :」 田ヽ切清光 作曲 :鈴木憲夫

指揮 :中根 典子  ピアノ :佐野 直子

作詞 :谷り|1雁 作曲 :新実徳英

指揮 :木村 員理子 ピアノ :田辺 明実

作詞・作曲 :さだ まさし 編曲 :松下 耕

文部省唱歌 編曲 :芦田 宏子

わらべうた 編曲 :芦田 宏子

草津女声合唱1回

天までとどけ
申
ヨ

かごめかごめ

混声合唱曲集「夢みたものは」より

夢みたものは……

無伴奏混声合唱曲

三月の天使

日本中に歌声を「歌おう NIPPON」 プロジェクト

ほらね、

:・山原 香央理

作詩 :立原 道造 作曲 :木下 牧子

作詩 :みなづきみのり 作曲 :北り|1昇

作詩 :いとうけいし 作曲 :まつした こう

◆アンサンブル・フィアート

◆草津エコー

◆革津女声含唱団

◆革津中央少年少女含唱団

◆コーラスあざみ

◆コール・ ソーレ

混声含唱団革津カンタービレ

◆混声含唱レッツ・ハーモ}

◆星の子 FAM

◆女声含唱パンジー

◆はも一る・フェリーチェ

マロンコーラス

◆メロディーキッズ・ ピッコロ

◆印は草津市含唱連盟加盟団体、0内は練習場所電話番号

草津市民センター (564-4999)

革津市立まちづ<リセンター (562-92Ю)他

革津市民センター (5644999)

草津市民センター (564-4999)

矢倉市民センター (5651560)

志津市民センター (562-O047)

革津クレアホール (564-5815)他

南笠東市民センター (561-8469)

革津コミュニティ支援センター (563-0932)他

大路市民センター (5635673)

玉川市民センター (564-0189)

草津市民センター (564-4999)

矢倉市民センター (5651560)他


