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素晴らしい時間と空間をお客様と共に共有できたことに改めて感激しながらも皆様に感謝申し上げ

ます。

ールでの

返ってみますと、合唱とは急速に進歩するような魔法は無く、上達するには毎週の練習の積み重ね

と個々の日々の努力しかありません。ショコラも暗い森の中を彷徨っている

りましたが、あきらめずに歩み続けた結果、今は視界が晴れて回りを見渡すことができるようにな

ったと思います。そして次に目指す頂きも皆様には見えてきたことでしょう。次なる高峰を目指し

てさらに精進を続けましょう。

の演奏会に向けて動き出しています。先日の演奏会を踏まえてこれからの方針として、「練習中に音

取りの時間は設けない」という目標を掲げて行きたいと思います。これはショコラに限らず他でもそ

うして行こうと思っていますが、練習で音取りをするのは正直なところ、大変時間の無駄が生じます。

出来る人程無駄に感じると思います。黒岩くんが音取りの音源を一生懸命作ってくれていますが、そ

れも最大限活用して、無駄の少ない練習時間を目指しましょう。それ

にも繋がると思いますし、引いては合唱団員一人一人のモチベーションアップにもなるとおもいま

す。ショコラの団員であることが誇りに思えるよう、一人一人が頑張りましょう！
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の演奏会に向けて動き出しています。先日の演奏会を踏まえてこれからの方針として、「練習中に音

取りの時間は設けない」という目標を掲げて行きたいと思います。これはショコラに限らず他でもそ

うして行こうと思っていますが、練習で音取りをするのは正直なところ、大変時間の無駄が生じます。

出来る人程無駄に感じると思います。黒岩くんが音取りの音源を一生懸命作ってくれていますが、そ

が合唱団全体のレヴェルアップ

                                                



 

あり特徴も出せた演奏ができたと思いますが、

反省点はフォーレで落ちた部分があったこと。

周りに合わせ過ぎて（？）の失敗ですが、音程

も時々低い方に全員合わせてしまう場面もあっ

たようです。内声で高音という難しいパートで

はありますが、自信を持って歌っていきましょ

う。ただし、たまに私もやりますが自信を持っ

ての間違いには要注意、です。

伝えできたかと思っています。皆で

を確認しながら練習したかい

また、アルトの「大人の女

少しはお伝えできたかな？

を持たず

客に伝わるということでした。後半のステージ

がよかったのはそれが大きいです。楽譜は演奏

するものと聴く人の間を分ける小さな

なものだと

が、暗譜をすることで神尾先生の指揮に没入す

ることができ、歌うことの喜びを肌で感じるこ

とができます。がんばりましょう。
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先日は演奏会お疲れさまでした。本番を迎えて、

客席に座っている観客の方々を見ると、合唱とい

うものが、誰かに歌を通して何かを伝えることで

成り立っている芸術であることを改めて実感しま

した。

これからはまた次の演奏会へ向けて練習してい

くことになりますが、普段の練習も演奏会と同じ

ように、自分だけで歌うのではなく、自分のパー

トやほかのパートの人たちの歌い方を聞きなが

ら、それぞれが自分の思いを歌を通して伝え、そ

れが合唱団として美しいハーモニーとなっていく

ような練習にできればと思います。

そのためには、まず一人一人に音取り

安がない状態を作ることが重要です。

回の貴重な練習をより充実したものにするため

に、一人一人でできることから積み重ねて頑張っ

ていきましょう！

 

 

 

無事１０周年の行事が終わりました。新しい人

も入団し，次に向けて新曲の練習も始まりました。

幸い今回は教会で響きも良く、気持ちを込めて歌

い、指揮のままに

ひとつになれ成功したと思いました。そ

に暗譜の力による物だと気づきました。

私にとって暗譜は１つの大きな作業でした。ま

ず詩の朗読から始めました。次に何回か歌ってみ

て①番と②番の言葉の違いを見つける。１週間経

つとすっかり忘れてしまうので、また繰り返し。

１ヶ月前は疑心暗鬼でしたが自分を信じ日々取り

組みました。台所で，バスの中で、お風

自然に口ずさんでいました。

た物です。

どうぞみなさん、暗譜に取り組んでみてください。
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