
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

池辺晋一郎・栗山文昭・村田さち子・横尾佳子のもと 

一緒に音楽を楽しみましょう 

  ■ と き ： ２０２０年 ７月 ４日（土） ・ ５日（日） 
■ ところ ： 山形県 飯豊町

いいでまち

町民総合センター「あ～す」 
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主催／山形県飯豊町・めざみの里カンタート実行委員会 

後援／飯豊町教育委員会・一般社団法人 飯豊町観光協会・山形県合唱連盟 

 

詩詩

うた

づづくくりり  音音づづくくりり  夢夢づづくくりり  遥遥かかなな飯飯豊豊山山にに届届けけよようう  心心響響ききああうう感感動動をを！！ 



                                              

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作詩家 村田 さち子 

作詩家、翻訳家。 

主な作品として、NHK音楽コンクール中学校課題曲「ミスター・モーニング」ほか小・中・高

課題曲。広島国民文化祭テーマ合唱曲、NHK日本賞テーマ曲など。「ひらひらひら」「くいし

んぼうおばけ」など NHKテレビ教育番組の歌、多数。教科書掲載曲多数。ミュージカル「リボ

ンの騎士」「獅子の笛」ほか。オペラ「ごんぎつね」ほか、多数。ディック・ブルーナ「ミッ

フィー」、ディズニーの絵本などの翻訳、執筆など多数。 

平成元年より幼児による合唱団「ひまわりキッズ」主宰。 

講師プロフィール 

作曲家 池辺 晋一郎 

1943年生。1971年東京芸大大学院修了。1966年日本音楽コンクール第 1位。以後音楽之友社

作曲賞、ザルツブルク TVオペラ祭優秀賞、イタリア放送協会賞３度、国際エミー賞、尾高賞

３度、毎日映画コンクール音楽賞３度、日本アカデミー賞優秀音楽賞９度、放送文化賞、紫綬

褒章、JXTG音楽賞、文化功労者など。作品：交響曲 No.1～10、オペラ「鹿鳴館」「高野聖」、

映画「影武者」「うなぎ」、TV「八代将軍吉宗」「独眼竜政宗」の音楽他。著書：「空を見て

ますか 1～11」（随筆）、「モーツァルトの音符たち」など。2009年 3月まで 13年間 TV「N

響アワー」に出演。東京音楽大学名誉教授。東京オペラシティ、石川県立音楽堂、姫路市文化

国際交流財団他の監督、館長など。 

 

 

ヴォイストレーナー 横尾 佳子 

東京芸術大学声楽科卒業。ミュンヘン国立音楽大学大学院独唱科修了。その後、カールスルー

エ音楽大学リートデュオ科にて研鑽を積む。エルンスト・ヘフリガー、白井光子に師事。ミュ

ンヘン音楽大学講師、バイロイト音楽祭合唱団メンバーを経て、90年代より栗友会のほか、

多くの合唱団にて多様な合唱活動に応じた声つくりを行っている。そのわかりやすく、楽しい

手法には定評がある。また、各地の発声講座や音楽教員のための研修会等で講師を務めるほか、

ベートーヴェン「第九」などのドイツ語指導、講習会のドイツ語通訳も手がける。合唱人集団

「音楽樹」会員。 

ピアニスト 斎木 ユリ 

1969 年、全日本学生音楽コンクール東日本大会中学校の部第３位。1972 年、東京文化会館推

薦音楽会出演。1976 年、桐朋学園オーケストラと競演。1978 年、桐朋学園大学音楽学部卒業。

1980 年以来、東京放送児童合唱団の客演ピアニストとしてヨーロッパ演奏旅行に数回同行。

飯守美絵子、徳丸聡子の両氏に師事。現在、桐朋学園大学付属「子どものための音楽教室」講

師。1995 年、第６回日本国際音楽コンクールにて最優秀伴奏者賞受賞。 

 

 

 

 

 

合唱指揮者 栗山 文昭 

指揮法を高階正光、合唱指揮を田中信昭に師事。二期会合唱団、東京混声合唱団で研鑽を積み、

現在 12の合唱団を有する「栗友会」の音楽監督及び指揮者として活躍する傍ら、合唱人集団「音

楽樹」の芸術顧問として「TokyoCantat（ﾄｳｷｮｳ･ｶﾝﾀｰﾄ）」などの企画に携わる。全日本合唱コン

クール、スペイン・トロサ国際合唱コンクール、ヨーロッパ・グランプリ合唱コンクール等にお

いて多くの賞を受ける。また、日本の現代作曲家への委嘱活動を積極的に行なっている。2005

年にはノルウェー・オスローにて、カール・ホグセット氏の混声合唱団 GrexVocalisを客演指揮。

2007年 10月ボローニャで開催された国際合唱指揮者コンクールの審査員を務める。第 20回中

島健蔵音楽賞奨励賞受賞。2015年度下總皖－音楽賞受賞。現在、武蔵野音楽大学教授、島根県

芸術文化センター「グラントワ」いわみ芸術劇場芸術監督。 

 

ピアニストプロフィール 



 

 

 

 

飯豊町はこれまで受け継がれてきた自然や文化を次世代に残そうと、 

まちづくりに取り組んでいます。 

ぜひこの機会に、本町の自然や文化、歴史にふれてみませんか。 

参加ご希望の方は、お申込みの際に該当箇所へご記入ください。 

◆対 象：町外からのカンタート参加者 

◆参加料：お一人様 税込１，０００円（昼食代として） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 第１日目 ７月４日(土) 

 

13：30～14：00 受付 

14：00～14：15 開講式 

14：15～14：20 

（5 分） 

めざみの里カンタートにあたり一言 

飯豊町芸術文化振興専門員  村田 さち子 

14：20～15：20 

（60 分） 

作詩のいろは 第１部 

講話＆作詩体験             講師：村田さち子 

15：20～15：35 休憩 

15：35～16：20 

（45 分） 
「いい声」講座            講師：横尾 佳子 

16：20～16：35 休憩 

16：35～17：20 

（45 分） 

How to コーラス（含 指揮法、ピアノ伴奏法） 

 講師：池辺晋一郎、栗山文昭、村田さち子、横尾佳子、斎木ユリ 

17：20～18：15 パーティー会場へ移動 

18：15～18：30 ザ・パーティー受付 

18：30～20：30 

（120 分） 
ザ・パーティー 

 

 第１５回 めざみの里カンタート 日程 
 

＜まちめぐりコース＞  

○７月４日（土） 

赤湯駅東口発（10：50） ～ 「あ～す」発（11：15） 

～東日本最大級 どんでん平ユリ園を見学 ～ 散居集落展望台 ～ 

～ 昼食～「あ～す」着（13：45） 

※赤湯駅からバスに乗車される方は 10：45 まで赤湯駅東口に集合してください。 

※「あ～す」からバスに乗車される方は 11：05 まで「あ～す」正面玄関前に集合してください。 

■ いいで まちめぐり 

 



■ 第２日目 ７月５日(日)  

 

9：00～10：00 

（60 分） 
「もっといい声」講座         講師：横尾 佳子 

10：00～10：15 休憩 

10：15～11：15 

（60 分） 

みんなで歌おうコーナー 

Aコース 

「星降る里に」（2019作詞最優秀作品）、「花」 

Bコース 

ラブリー・ホームタウンより「いつも心に」 

                講師：栗友会 横山、赤坂 

11：15～12：00 

（45 分） 

作詩のいろは 第２部 

作詩優秀作品発表      講師：池辺晋一郎、村田さち子 

12：00～13：00 昼食休憩 

13：00～13：40 

（40 分） 
演奏 栗友会合唱団         指揮：栗山 文昭 

13：40～13：55 休憩 

13：55～14：45 

（50 分） 

栗友会合唱団の皆さんと「飯豊山」を歌おう 

第１楽章「大地の賦」パート練習 

14：45～15：05 休憩 

15：05～15：25 

（20 分） 

全員合唱 第１楽章「大地の賦」 

指揮：池辺 晋一郎 

15：25～15：40 閉講式・閉会 

15：55 バス出発 観光物産館にてお買い物をして赤湯駅へ 

 

 

 人をはぐくむ種から新しい芽生えのために 

 日本一の田園散居集落を誇る町“いいで”。「日本で最も美しい村」連合に加盟し、失っては

二度と戻せない地域資源や、人と人の絆を「未来ある子供たち」に残し続けています。 

そして飯豊町が「音楽からのまちづくり」を提唱し、もうすぐ 30 年。 

幼いころ母が歌ってくれた子守唄、心ワクワクする祭囃子、学校帰りの田んぼ道で大きな声

で歌った歌、それぞれの人生の節目で心に残る音楽。 

過疎のなかにあっても、様々な「音楽」を耳にし、体験し、そして全国に発信し、これから

も人と音楽をはぐくんでいきます。いつか、その音楽の種が地域を潤す実となるように。 

めざみの里カンタートは、合唱を愛好される方ならどなたでも参加いただけます。国内外で

ご活躍されている池辺晋一郎先生、栗山文昭先生、村田さち子先生、横尾佳子先生、斎木ユリ

先生の溢れる音楽性による素晴らしいご指導のもと、素敵な出会いの中で、歌って、聴いて、

町を見て、食べて、笑って、一緒に音楽そして飯豊町を楽しみましょう。 

 



【概要】 

◆と き ：２０２０年７月４日 (土) ～５日(日) 

◆と こ ろ ：飯豊町町民総合センター「あ～す」 

【住所：山形県西置賜郡飯豊町大字椿 3622、電話：0238-72-3111） 

◆講 師 ：池辺晋一郎（作曲家）、栗山文昭（合唱指揮者）、村田さち子（作詩家）、 

横尾 佳子（ヴォイストレーナー）、斎木 ユリ（ピアニスト） 

◆基本※受講料 ：一   般  （２日間）６，０００円、（いずれか１日のみ）４，０００円 

         大学生以下   （２日間）２，０００円、（いずれか１日のみ）１，０００円 

◆ザ･パーティー ：お一人様 ５，０００円（がまの湯温泉 いいで旅館にて） 

          【住所：飯豊町大字椿 4494、電話：0238-72-3706、会場より徒歩 5 分】 

 

※一般受講料については、ザ・パーティー参加や町内宿泊により下記の特典がございます。 

（宿泊費は各自で実費負担です。） 

参加形態 

 

料金     

通いで２日間受講し、

パーティーに参加の

方 

町内に宿泊し、２日間

受講し、パーティーに

参加の方 

町内に宿泊し、２日間

受講し、パーティーは

不参加の方 

通いで１日のみ受講

し、パーティーに参加

の方 

町内に宿泊し、１日の

み受講し、パーティー

に参加の方 

受 講 料 5,000 3,000 5,000 3,500 3,000 

パーティー 5,000 5,000  5,000 5,000 

合計 10,000 8,000 5,000 8,500 8,000 

 

【講座内容】 

●作詩のいろは 

   村田さち子先生による作詩講座です。１日目は作詩の基本を学びます。その後、実際に

詩を書く時間を設け、希望者は詩を提出します。詩のテーマは当日お知らせします。 

２日目の講座では、提出された詩の中から優秀作品を発表します。さらに、最優秀作品

には池辺晋一郎先生にその場で作曲をしていただきます。 

 

●「いい声」講座、「もっといい声」講座 

横尾佳子先生によるヴォイストレーニング講座です。すぐに合唱に生かせる実践的な発

声法により、「いい声」・「もっといい声」を学びましょう。 

 

●How to コーラス  

自由曲（1 曲）による公開レッスンです。先生方によるワンポイントレッスンを行ない

ます。栗山文昭先生には指揮、指導を、斎木ユリ先生にはピアノ伴奏をしていただき、曲

を仕上げていきます。 

※受講を希望される団体は、お申込みの際に該当箇所へご記入ください。なお、カンタ

ートに個人でご参加いただく場合はお申込みできませんので、予めご了承ください。 

  ※受講団体数は３団体とさせていただきます。 



●みんなで歌おうコーナー 

２つのコースに分かれて指定曲を練習し、 

その後ステージ上で練習の成果を披露するコーナーです。指定曲は、A コースは「星降る

里に」（2019 カンタート作詞最優秀作品）と「花」（ト長調）、B コースはラブリー・ホー

ムタウンより「いつも心に」とします。合唱団に所属していない方でもハーモニーを楽し

めるコーナーです。希望のコースについて、お申込みの際に該当箇所へご記入ください。 

 

●演奏 栗友会合唱団 

栗友会の皆さんの素敵なハーモニーによる演奏会です。指揮・栗山文昭先生、ピアノ・

斎木ユリ先生による、多彩な演奏をお楽しみください。今回は 15回記念で、合唱組曲「飯

豊山～我が心のアルカディア」全楽章を演奏していただきます。 

 

●第１楽章「大地の賦」パート練習 

合唱組曲「飯豊山～我が心のアルカディア～」の中から、今回は第１楽章「大地の賦」

の合唱レッスンを、男声・女声に分かれて受講いただき、次の全員合唱に繋げていくコー

ナーです。栗友会の皆さんと一緒により深く歌い込んでいきましょう。 

 

●全員合唱 第１楽章「大地の賦」 

池辺晋一郎先生の指導のもと、合唱組曲「飯豊山～我が心のアルカディア～」第１楽章

「大地の賦」を全員で歌います。パート練習の成果を発表する場です。    

参加者全員の心をひとつに歌い上げましょう。 

 

 

【パート練習及び全員合唱の楽譜について】 

栗友会合唱団の皆さんと「飯豊山」を歌おう・全員合唱 第１楽章「大地の賦」（課題曲）

につきまして、購入希望者に有料で楽譜をお送りいたします。参加申込書に希望部数・金額

を記入のうえお申し込みください。なお、受講するのは「混声四部合唱組曲」になりますが、

「女声三部」「男声四部」も販売しております。 

 

【作詩：村田 さち子／作曲：池辺 晋一郎 カワイ出版刊】 

混声四部・女声三部・男声四部合唱組曲  

「 飯豊山 ～我が心のアルカディア～ 」 

第１楽章 大地の賦   第２楽章 とーびんと   第３楽章 湖に捧げるレクイエム 

第４楽章 我が心のアルカディア    第５楽章 飯豊山 

① 混声四部合唱組曲「飯豊山～我が心のアルカディア～」 ￥２，０９０ 

② 女声三部合唱組曲「飯豊山～我が心のアルカディア～」 ￥１，７６０ 

③ 男声四部合唱組曲「飯豊山～我が心のアルカディア～」 ￥２，０９０ 

（楽譜取扱店 店頭でもお買い求めいただけます。） 

 



【各種ご案内】 

◆宿泊について 

町内に、一泊朝食つきの宿泊施設がございますのでぜひご利用ください。 

お申込み 及び 宿泊料等のお問合せは、各施設に直接ご連絡ください。宿泊料のお支払は

当日宿泊施設フロントにてお願いいたします。 

※参加者名簿 兼 各種申込書の備考欄に、宿泊施設名を記入くださいますようお願いいたし

ます。 

※宿泊施設には限りがございますので、お早めにお申し込みください。 

 

 

◆ザ・パーティーについて 

   ７月４日（土）ザ・パーティーへの参加料は、お一人様税込み５，０００円です。参加ご

希望の方は、お申込みの際に該当箇所へご記入ください。 

また、受講証をパーティーの受付にてご提示ください。 

自己紹介の時間（約３分）を設けています。参加者、参加団体のＰＲをお願いします。 

添川温泉しらさぎ荘、白川温泉白川荘を宿泊利用の方は、パーティー終了後に各宿泊施設

へ無料でお送りすることができますので、宿泊施設またはカンタート事務局まで事前にご連

絡ください。 

 

 

◆お弁当について 

  ７月５日（日）、ご希望の方に昼食のお弁当とお茶をご用意いたします。 

１食１，０００円(税込み)です。ご希望の方は、お申込みの際に該当箇所へご記入くださ

い。また、受講証をお弁当受け取り時にご提示ください。 

 

 

◆お申し込みについて 

別紙の「第１５回めざみの里カンタート参加申込書」および「参加者名簿兼各種申込書」

に必要事項をご記入のうえ、めざみの里カンタート実行委員会事務局まで郵送または FAX

にてお申込みください。なお、申込書が不足する場合はお手数でございますが、複写してお

使いください。また、申込書の控えを必ずお取りくださいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

宿 泊 施 設 名 様式 住   所 電話番号 会場からの所要時間 

添川温泉 しらさぎ荘 和室 飯豊町大字添川 3020-5 0238-74-2161 無料送迎バス５分 

白川温泉 白川荘 和室 飯豊町大字数馬 218-1 0238-77-2124 無料送迎バス３０分 

ホテル・スロー・ビレッジ 洋室 飯豊町大字萩生 3549-1 0238-87-1730 送迎なし／車で５分 



変更・キャンセルについて 

６月１２日までの変更・キャンセルは、返金指定口座にご返金いたしますのでお早めにご連絡く

ださい。なお、その後のキャンセルは、全額キャンセル料として申し受けますのでご注意願います。 

 

◆受講料等の送金について 

受講料等は郵便振替等にて、事前にご送金ください。 

 

  ●ゆうちょ銀行から振込の場合 

振込み口座番号 ０２２３０ － ０ － ４４９３８ 

加 入 者 名  めざみの里カンタート実行委員会 

   

※ゆうちょ銀行に備え付けの用紙に必要事項を明記のうえ、お手続きください。 

   なお、振替用紙の通信欄（複写の場合２枚目にあります）には、必ず住所・氏名・電話 

番号・所属合唱団をご記入ください。また、振込み手数料は各自ご負担ください。 

 

●ゆうちょ銀行以外の金融機関から振込の場合 

下記の店名・預金種目・口座番号・受取人名をご指定のうえ、ご送金ください。 

銀行名 ゆうちょ銀行 

金融機関コード ９９００ 

店番 ２２９ 

店名（カナ） 二二九店（ニニキュウ店） 

預金種目 当座 

口座番号 ００４４９３８ 

カナ氏名（受取人名） メザミノサトカンタートジッコウイインカイ 

 

 

◆申込み受付期間 

・受付期間：２０２０年６月５日（金）まで（当日消印有効） 

・受付時間：午前９時～午後５時まで（日曜日・月曜日・祝日を除く） 

 

※入金確認後、開催日１週間前までに受講証を郵送いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

〒999-0604 山形県西置賜郡飯豊町大字椿 3622  

飯豊町町民総合センター「あ～す」内  めざみの里カンタート実行委員会事務局 

TEL：0238-72-3111 ／ FAX：0238-72-3163 


