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せに感じる（これをハピネスと呼ぶことにしま
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み、影響し合うこともわかりました。即ちハピネスは伝染する、ハピネスは人と人との相互作用の中で起

きる現象だということです。飛躍しているかもしれませんが、これを合唱にあてはめてみますと、合唱は

大変理にかなった、ハピネスを高める活動ということができそうですね。歌うことによって活発度は自然

と高まりますし、ハーモニーを作るために協力する相互作用でハピネスも高まります。そして先生方の
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１１月の演奏会も決まり、そして７月の慰問演奏会も近づいてきています。そして、何と言って

も先ずは練習が一番大事です。どれだけ練習をしたか、が本番のクオリティーに大きく影響する

のは言うまでもありません。皆さん先ずは出席率を上げるように努力してください。そしてなるべく

遅刻しないように努力してください。一生懸命練習した分、本番での感動も大きくなるのも言うま

でもないことです。それから、暗譜が不安な状態で本番に臨むと後悔するのは紛れもなく自分自
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音楽療法なるものがあることをこの本で初めて知りました。ホスピスの

場で、音楽が患者やその家族を支え、末期の患者が気持ちを表現できるよ

うになり、安らかに自分の最期を受け入れられるようになる。痴呆症の人

の心にも届くことを教えてくれる。そんな不思議でやさしい１０の物語が

収められています。お年寄りの話だけではなく、母親を失った深い悲しみ
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状態となっています。ここは力を引き出すチャンスと

捉えて前向きに頑張りたいと思います。崖

なるまでやる気を出さないと言えなくもありません

が、演奏会の日程も決定したことですし、本当の崖

っぷちにならないように地道にこつこつと練習してい

きましょう。

いですね。新旧の合唱曲、歌謡曲や童謡・唱歌のメ

ドレー。混声四部ならではのハーモニーの豊かさに

改めて感動を覚えます。歌うことは表現すること。先

生方に日頃ご指導いただく中で、「情景が想い浮か

ぶよう歌うように」とよく言われます。それには歌の

全体像をつかんで、メロディーラインと各パートの関

係・役割を理解して歌うこと。通信
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く歌詞が伝わるために、まず詩を声に出して読みま

しょう。繰り返すうちに言葉の語感を感じてきま

月の大空高く舞い上がる“鯉のぼり”の間に、さん

ま！？が見えてこないよう歌いたいです。
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とをパトリの皆さんに書いていただきました。演奏会が素

晴らしいものになるように、各自での練習も頑張って行き

ましょう！
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う、これからもいろいろな情報や遊びの誘いのお知らせな

どを載せていきます。ぜひご活用下さい！
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どを載せていきます。ぜひご活用下さい！
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の体制が固まってきましたね。

し、

見越して、いつまでにどの曲のどの部分をできるよう

にしておきたいかという目標を、厳密でなくてもいいの

で個人レベルで立てておけると、練習の効果が上がる

と思います。たとえば、今月中にこの曲の和音が決ま

るようにしたいという目標があれば、今日の練習でや

った部分は確実に身に着けて帰ろうという気持ちや、

練習ではもう一つつかめなかったので、個人で練習し

たり音源を聞いておこうとい

ではないでしょうか。せっかく毎週木曜に練習をして、

その成果を多くの方々の前で発表する機会を持てる

のですから、ただ練習に来るだけではなく、なにか自

分なりにここを聴いてほしい、と自信を持って言える部

分が一つでもできたらより歌うことが楽しくなると思い

ます。今回は難しい曲もありますが、頑張って作り上

げていきましょう！
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今年から音取りは各自自分でやっておくようにと先生

からいわれています。ソプラノは新しい人

た人で人数も多く出席率の高いのが自慢です♪

今まで先生に言われたことをまとめてみました。①１

子音を大切に丁寧に発音する。例え

等々。②発声は喉の奥をひろげ

注意された箇所は書き込んでおく。④

一度は楽譜に目を通しておく。⑤強

練習日には１つだけを自分に課してやってみましょ

私からの提案です♪
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