
さいたま市の歌 希望
ゆ め

のまち 

オープニング                  指揮：蓮沼 喜文／ピアノ：越後 妙子 

福原くにこ 作詞／タケカワユキヒデ 補作詞 

タケカワユキヒデ 作曲 

12．さいたまシティジュニアコーラス（同・３０） 

All things bright and beautiful 

Christmasメドレーよりジングルベル 

パプリカ 

指揮：蓮沼 喜文／ピアノ：越後 妙子 

JOHN RUTTER 作曲 

森田 花央里 編曲 

米津 玄師 作詞／米津 玄師・菊池 美奈子 作曲 

♪２０１１年に発足しました。３歳から大学生のメンバーで楽しく歌っています。今年度は東京国際音楽祭に出場しまし

た。HPはコチラ http://wingsjr2011.web.fc2.com 

３．かもがわコーラス（女・１１） 

クリスマス音頭 

楽しいお洗濯 

指揮・ピアノ：遠藤 隆史 

大瀧 詠一 作詞・作曲／遠藤 隆史 編曲 

遠藤 隆史 作詞・作曲 

♪結成４３年。一番古いメンバーが３５年。あとは１０年～３０年位のベテランばかり！年ばかり重ねたベテラン？そろ

そろ歌う側から聞かされる側かな？ 

５．マンマ・ミーア（女・１５） 

I GOT RHYTHM 

早くこいこいクリスマス 

指揮：本間 みどり／ピアノ：橋本 直子 

和田 誠 訳詞／ジョージ・ガーシュウィン 作曲 

イギリス民謡／青島 広志 訳詞 

６．混声合唱団 音知（同・２５） 

God Be in My Head 

ヒスイ 

指揮：蓮沼 喜文／ピアノ：越後 妙子 

JOHN RUTTER 作詞・作曲 

寺山 修司 作詩／信長 貴富 作曲 

７．グラン・シエル（混・３５） 

Ave verum Corpus 

大地讃頌 

指揮：小島 嘉子／ピアノ：加瀬 早苗 

モーツアルト 作曲／橋本 祥路 編曲 

大木 惇夫 作詞／佐藤 眞 作曲 

♪第１回コーラスフェスティバル in 西区で演奏したいと、混声合唱団が誕生しました。この西区で大空（グラン・シエ

ル）のように大らかに歌い続けたいと願っています。 

８．コーロすずらん（女・１４） 

東京ブキウギ 

３６５日の紙飛行機 

雪の街 

鈴木 勝 作詞／服部 良一 作曲 

秋元 康 作詞／角野 寿和・青葉 紘季 編曲（アレンジ 桜田 直子） 

やなせ たかし 作詞／木下 牧子 作曲 

♪私達コーロすずらんは内野公民館で月２回木曜日、武井先生のもとで、コーラスを楽しんでいます。今年はさいたま市

民会館おおみやにて演奏会を行いました。 

９．シンシアレグラ（混・５５） 

A flower remembered 永遠の花 

The Load bless you and keep you 

♪シンシアレグラは結成から１０年を迎え、合唱の楽しさ、難しさがやっと分かってきました。団員間の交流も盛んで、

「歌の家族」という感じです。 

10．プラザ男声合唱団（男・１４） 

三匹の蜂 

青蛙 

希望の鳥 

津川 圭一 訳詞／Ｈ・トルーン 作曲 

三木 露風 作詞／山田 耕作 作曲 

小松 玉巌 訳詞／Ｈ・ジョーンズ 作曲 

♪平成２３年西区の「大宮プラザ自治会」のシニアクラブ会員を主体に地域の合唱愛好家から参加を募り発足し、アカ

ペラの楽しさを追い求めております。 

11．うちの女声合唱団（女・１６） 

君や忘る道 

The Colours of Christmas 

♪結成５年になり内野公民館で月２回土曜日午前に練習しております。蓮沼先生の指導で楽しく声を出しリフレッシュ

しております。会員大募集是非見学に！ 

２．女声コーラス秋桜（女・３０） 

よかったなあ 

たんぽぽ 

サンタが町にやってくる 

まど みちお 作詞／なかにし あかね 作曲 

まど みちお 作詞／なかにし あかね 作曲 

カンベ タカオ 作詞／Ｊ・ＦCoots 作曲 

♪２人の先生のご指導の下、若い頃から歌うことを楽しみに毎週集っています。これからも長く続けられたらと団員一同

頑張っています。 

13．さいたま市立指扇北小学校合唱部（同・児・４９） 

ひいらぎ飾ろう 

サンタクロースがやってくる 

 

未来を旅するハーモニー 

讃美歌・ウェールズ民謡／若松 正司 編曲 

横井 弘 作詞／Gene Autry O’akley Heldeman 作曲／ 

若松 正司他 編曲 

吉田 美和 作詞／吉田 美和 作曲／寺島 尚彦 編曲 

♪創部６年目になりました。令和２年２月２２日（土）１３時から、第６回定期演奏会 You 友コンサートを本校体育館で

開催します。是非おいで下さい♪ 

クロージング（全員合唱）                           指揮：武井 直美／ピアノ：越後 妙子 

きよしこの夜 ジングルベル 

★スペシャルステージ（女声合唱） 

落葉松 

★スペシャルステージ（男声合唱） 

箱根八里 

  野上 彰 詩／小林 秀雄 作曲 

指揮：野村 和也／ピアノ：金沢 紀子 

 鳥居 忱 作詞／滝 廉太郎 作曲／林 光 編曲 

★スペシャルステージ（混声合唱） 

河口 

指揮：蓮沼 喜文／ピアノ：松田 翔子 

丸山 豊 作詩／  伊玖麿 作曲 

★スペシャルステージ（ユースコーラス） 

ほらね、 いとう けいし 作詩／まつした こう 作曲 

 

１．ハートサインダンス教室 シロツメクサ（１５） 

グランドエスケープ 

世界に一つだけの花 

♪私たちはハートサインダンスという手話を使ったオ

リジナルのパフォーマンス活動をしています。 

障害があってもなくても皆で心の声を響かせます！ 

４．Ｗｉｎｇｓ（混・１０） 

Look at the World 

愛をあげよう 

指揮：蓮沼 喜文／ピアノ：金沢 紀子 

JOHN RUTTER 作詞・作曲 

おかべてつろう 作詩／三宅 悠太 作曲 

♪日曜午後は高校生～ナイスミドル＋α の面々とアンサンブルを楽しみませんか？令和２年３月２９日（日）プラザノ

ースにて Concertを開催！！詳しくはこちら http://wings310.blog.fc2.com 

♪先生の感性あふれる指導の下、心をこめて練習しています。発足から３０年、歌以外でも支え合う大切な仲間とこれか

らも歌い続けていきます。 

♪蓮沼先生を迎え、結成２０年です。団員３０名毎週木曜日、ワイワイ楽しさの中合唱はきびしく、向上心を持ってがん

ばっています。 

指揮：武井 直美／ピアノ：今 理恵子 

指揮：蓮沼 喜文／ピアノ：越後 妙子 

JOHN RUTTER 作詞・作曲 

JOHN RUTTER 作詞・作曲 

指揮：佐藤 幸雄 

良寛 詩／千原 英喜 作曲 

JOHN RUTTER 作詞・作曲 

指揮：蓮沼 喜文／ピアノ：越後 妙子 

指揮：小島 嘉子／ピアノ：村田 枝里子 

指揮：加藤 愛子／ピアノ：板谷 潔 

指揮：小島 嘉子／ピアノ：村田 枝里子 

指揮：加藤 愛子／ピアノ：板谷 潔 

ホームページ https://hsdance.com/ 


