
 

 

２０２２春のコンサートによせて 

鴨川少年少女合唱団名誉顧問 本多 利夫 

 

 長引くコロナ禍で当コンサート開催も一時期危ぶまれたと伺いました。 

ご来場の皆様をはじめ、 史郎先生ご夫妻、合唱団関係者皆様のご熱 

意が天にも通じたのでございましょう。 

 本日此処に鴨川少年少女合唱団 2022年春のコンサートが盛会に意義 

深く開催されましたこと、心からお慶び申し上げます。 

 お聞きいたしますと、令和 2年からコロナ感染拡大が始まり、マスク 

での生活、歌うことの制限等々合唱活動の出来ない日々も多くあったと 

のこと、団員各位の無念さを伺い知ることが出来ました。又、現在団員 

は 30名在籍と伺っておりますが、その内高校 2年生 8名は今日のコン 

サ―トを最後に卒団予定と伺っております。彼等は十年前後の長い間、 

学業や部活動との両立を立派に果たしながら合唱活動を続けてこられた 

団員であり、その団員達からも、集大成としてコンサート会場で歌いた 

いとの強い希望があり、感染対策に万全を期して本日のコンサート開催 

の運びとなったと伺い、私も関係者の一員として強く心を打たれたとこ 

ろでもあります。 

 結びに、本日のコンサートが想い出深い楽しいステージとなりますよ 

う、合わせまして合唱団へさらなるご支援賜りますようお願い申し上げ、 

お祝いの言葉といたします。 

 

【鴨川少年少女合唱団員】      ★は団長  

高３  吉野  快   (星場 未宇) (渡辺 杏奈)   

高２  犬石 彩貴 ★佐久間大輝  庄司 由季  山口 郁斗 

     川俣 快斗  廣田 美月  石川 舞菜 ★嶋津  花   

       ※ 転校した高２の小原千奈が参加いたします 

高１   吉野  爽  (清水 直緒)  (川名 佑磨)    

中２   泉  優樹   (渡辺 桃佳)  (金野小優姫)         

中１  山田 莉乃  (若杉 愛々)  (長谷川 駿)  

小６   猪込 莉子  ※（ ）内の団員は今回参加できないメンバーです 

小５  泉 菜月樹     

小４  若杉 望々  波々伯部まりあ  中川 仁乃  川俣 菜々 

小３  笹澤 実莉  (長谷川志歩)  小２  波々伯部杏壽   

     【鴨川少年少女合唱団ＯＧ･ＯＢ】 

      粕谷 直佳  三谷 美月  丸井さおり  河野 優美   

渡辺 紀子  小原 衣代   中島  健    大島 清史   

大島 海月  山口 琴子  堀江 南帆  鈴木 柚奈    

川戸 来美  堀江 祐丞  鈴木 麻由  庄司 朱花 

若月 鈴音  大溝 有紀  濱﨑 優直  根食 拓海   

      【協力】 

         鴨川少年少女合唱団（後援会、ＯＧ･ＯＢ、保護者会） 

           

 

 

 

 

 

  

    2021.4.11 卒団式＆ミニコンサート （鴨川青少年自然の家）  2021.12.25 クリスマスコンサート（鴨川シーワールド）  

     

    

 

 

 

                         

コンサートまでの道のり 

  

   2020年 3月、コロナの感染拡大に伴い緊急事態宣言が発出され、卒業式や 

 修了式が行われないまま学校は休校となりました。私共合唱団はこの時期に 

 4回目となる石巻訪問と、初めての福島県南相馬市小高地区への訪問を予定し 

 ていましたが、中止せざるをえませんでした。 

その後も感染は収まらず、東日本大震災から 10年となる 2021年も訪問は 

叶わず石巻訪問以外にも、春のコンサートや市民音楽祭など全てが取り止め 

となり、何より練習会場としてお借りしている公民館の利用の停止が繰り返 

される中、合唱団の存続についても考えました。 

2021年 4月 11日、鴨川青少年自然の家をお借りして、団員と家族だけの 

 ミニコンサートとひと月遅れの卒団式を行いました。これまで毎年高 2が卒 

団となる春の時期にコンサートを開催してまいりましたが、南総文化ホール 

をお借りしてのコンサートは 2019年の春以降開催出来ておりませんでした 

ので、2022年の春であればコロナも落ち着くだろうとホールを予約しました。 

2021年の 11月～12月は公民館の練習もでき、鴨川シーワールドでのクリス 

マスコンサートでは、本当に久しぶりにマスクを外して歌う許可をいただき、 

子どもの笑顔と歌声がどれほどのパワーを持っているか改めて気づきました。 

年が明け、またもまん延防止措置のため練習が出来ず、オミクロンでは子 

 どもの感染拡大が心配な中、ライン電話で一人 30分ずつのレッスンを何度か 

行いながらしのいできました。 

この様な状態では、いったいどの様な歌になるのか見当もつきません。で 

も、感染対策をしっかりすることで歌う許可をくださったホールのお蔭で開 

催できることに感謝し、「良いコンサートにしよう」と集まってくれた 20名 

以上の OG･OBと共に歌えることに“ありがとう”の気持ちでいっぱいです。 

今回、コロナ禍での開催にもかかわらず、足をお運びくださったお客様、 

そして、ご後援を賜りました皆様に深く感謝申し上げます。                   

髙 史郎・和貴子 

 

    

お ね が い 

● 演 奏 中
えんそうちゅう

、静
しず

かにきいてね！ 

● 客 席

きゃくせき

では、食

た

べたり、飲
の

んだりしないでね！ 

●ロビーや、 客 席
きゃくせき

では走
はし

らないでね！ 

                                                    

      〔保護者の皆様へ〕 

◆コロナ感染防止のため、会場内ではマスク 

 の着用をお願いします。 

◆座席は原則として一つ空けてお座りくださ 

 い。お子様とご一緒の方はその限りではご 

 ざいません。 

◆一度お座りになった座席は、感染防止の為 

変更されないようお願いします。 

◆お子様がぐずったり泣いたりした場合には、 

ロビーにありますモニターでも演奏をご覧 

いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

  

 

主 催／鴨川少年少女合唱団 

     

後 援／鴨川市    館山市     南房総市    鋸南町    

鴨川市教育委員会      館山市教育委員会 

        南房総市教育委員会    鋸南町教育委員会 

        鴨川市国際交流協会    鴨川ライオンズクラブ 

        鴨川ロータリークラブ   房州日日新聞社  

千葉県少年少女合唱連盟  

NPO法人(JjCS)日本少年少女合唱連盟 

 

 

お問合せ 鴨川少年少女合唱団事務局 髙 (TEL/FAX 04-7093-0041) 

           E-mail ： s930041@ybb.ne.jp 
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「限 りない音 楽 の力 を信 じて 」 

                           

鴨川市長  長谷川 孝夫 
 

  本日ここに、「鴨川少年少女合唱団 2022コンサート」が意義深く開催 

    されますこと、心よりお祝い申し上げます。 

         鴨川少年少女合唱団におかれましては、昭和 58 年の結成以来、毎年 

恒例の演奏会をはじめ、国際姉妹都市・マニトワック市での親善公演、 

東日本大震災被災地・石巻市でのコンサートなどを通じ、あらゆる垣根 

を越えて心のこもった歌声を届けてこられました。 

     また、声楽やミュージカルなど専門分野で活躍する卒団生を多数輩出 

されておりますこと、「人材育成」を市政運営の重要テーマに掲げる立場  

からも大変心強く、有り難く存じております。 

     合唱団のさらなる活動を、多くの市民の皆様や震災被災地の方々が楽 

しみにしておりましたところ、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、 

コンサートや練習の機会が制限される事態となりました。合唱団の歌声 

に勇気と希望を頂いてきたファンの１人として残念な気持ちでおりました。 

     そのような中、高校 2 年生 8 名の卒団生をはじめ団員皆様の練習成果を 

披露できる舞台が実現できましたこと誠に喜ばしく、これもひとえに感染  

対策を十分に準備された髙 史郎・和貴子ご夫妻をはじめ、関係者皆様 

のご尽力によるものと、深く敬意と感謝を申し上げます。 

     本日は 3部構成のプログラムにより、なじみ深い曲目や日本のうたメ 

    ドレー、OG・OBの皆様との合同演目が披露されるとのことです。春風の 

    ような明るく優しい歌声が会場いっぱいに広がり、心豊かなひとときと 

なりますよう願っております。 

     どうか団員の皆様には、髙 ご夫妻の情熱溢れるご指導のもと、音楽 

    が持つ限りない力を信じ、これからも美しいハーモニーを奏でてくださ 

るよう心からご期待申し上げ、お祝いの言葉といたします。 

 

「コロナ禍を乗り越えて元気な歌声を」 

             鴨川市教育長  鈴木 希彦             

 

「鴨川少年少女合唱団 2022春のコンサート」が、このコロナ禍の中、 

南総文化ホールを会場に 3年ぶりに開催されますこと、心よりお祝い申 

し上げます。 

皆様のすがすがしい歌声は、鴨川市民ばかりでなく多くの方々に感動を       

与えて来られました。また、毎年の成人式では成人された合唱団の歴代 

OB・OGの方に、式典冒頭の君が代独唱において素晴らしい歌声を披露して  

いただいております。皆様のこれまでの活動が、本市の文化芸術の振興に  

多大なご貢献をいただいておりますことに対しまして、深く感謝の意を表  

するとともに、長年の間、年齢の異なる子どもたちのご指導に尽力され 

ている髙 ご夫妻には、深く敬意を表する次第です。 

現在、団員の方々の多くが、新型コロナウイルス感染拡大防止のために 

日頃の練習や発表の機会が制限され、思うように活動ができないことに、 

もどかしさを感じられていることと思います。このような状況であれば 

こそ、団員皆様が心を一つにして、一曲一曲、様々な思いを込めてコロナ  

禍の重苦しさを吹き飛ばすような、元気な歌声を響かせていただくことを  

期待いたします。 

皆様の歌声は、人と人とをつなげ、心に潤いをもたらします。鴨川少年  

少女合唱団の活動が、コロナ禍を乗り越え、より一層充実されますこと 

をお祈り申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。 

 

 

   

 

                                        

 

 

第１部 私たちの好きな歌とピアノソロ 

       指揮 髙  史郎  ピアノ 鈴木信太郎 泉 稔子 ドラム 三谷 宏樹   

１．風になりたい            作詞･作曲/宮沢和史        編曲/中原達彦     

２．Seasons of Love      作詞･作曲/JONATHAN LARSON 

３．With you Smile      作詞/水本 誠･英美     作曲/水本  誠 

４. Baby,God Bless You                      作曲/清塚信也  

     ピアノソロ  鈴木 信太郎 

５. 時があなたを    作詞/久根崎克美         作曲/泉 稔子 

６. 世界に一つだけの花 作詞･作曲/槇原敬之       編曲/森垣桂一 

 

第２部 日本のうたメドレー 

                     指揮 髙  史郎  ピアノ 鈴木信太郎  

１. 早春賦     作詞/吉丸一昌  作曲/中田 章    編曲/若松正司 

２. 椰子の実     作詞/島崎藤村  作曲/大中寅二    編曲/若松正司 

３. 我は海の子     作詞･作曲者不詳           編曲/若松正司 

４. 赤とんぼ       作詞/三木露風  作曲/山田耕筰    編曲/若松正司 

５. 砂山      作詞/北原白秋  作曲/中山晋平    編曲/若松正司 

６. 村祭         作詞･作曲者不詳            編曲/若松正司 

７. 浜千鳥         作詞/鹿島鳴秋  作曲/弘田龍太郎  編曲/若松正司 

８. スキー         作詞/時雨音羽  作曲/平井康三郎  編曲/若松正司 

 

第３部 OG・OBと共に 

                      指揮 髙  史郎   ピアノ 鈴木信太郎 

   １．COSMOS         作詞･作曲/ミマス         編曲/富澤 裕 

２．Smile Again   作詞･作曲/中山真理   

３．いのちの歌    作詞/Miyabi    作曲/村松崇継 

４．瑠璃色の地球   作詞/松本 隆  作曲/平井夏美   編曲/白石哲也 

５．栄光の架橋      作詞･作曲/北川悠仁    

 

 

 

 

         

  卒団に寄せて    

団 長     高２ 嶋津  花（ソプラノ） 

私は中学２年生で入団して、次の年にはコロナウイルスが流行し始めました。普通 

に練習が出来たのは１年だったけれど、だからこそ毎回の練習を大事に思う気持ちが 

持てたと思います。小さい頃から合唱団を含め好きな音楽の習い事を沢山させてくれ 

た両親とコロナ過でも指導してくださった先生方、OG・OBに感謝しています。４年間 

ありがとうございました。 

    パートリーダー 高２ 犬石 彩貴（アルト） 

私は小学校 1年生の時に合唱団に入団しました。小さい時は上級生の方が沢山いて、 

安心感もあり、とても楽しかったのを覚えています。しかし、年齢が上がるとともに 

次は自分が上級生として頑張らなくてはいけなくて凄く不安でした。私はアルトのパ 

ートリーダーとして、この 1年過ごしてきて、沢山色んなことを経験し、成長できた 

と思います。今まで私を支えてくださった全ての方に感謝しています。ありがとうご 

ざいました。 

    パートリーダー 高２ 廣田 美月（ソプラノ） 

犬石彩貴さんに合唱団に入らないかと誘われ、歌うことが好きだった私は、小学５ 

年生の冬に鴨川少年少女合唱団に入団しました。それから私は合唱団で様々な事を学 

び、経験してきました。コンサートや石巻への訪問、コロナ禍での活動、どれも私に 

とって貴重な出来事です。これまで支えてくださった先生や先輩方、団員のみんな、 

そして保護者の皆様には感謝してもしきれません。皆さん今まで本当にありがとうご 

ざいました。 

   パートリーダー 高２ 庄司 由季（ソプラノ） 

小学 1年生から合唱をはじめて１１年になります。中学生までは明るく気さくな先 

  輩方と楽しく歌っていましたが、高校生になってから自分達が引っ張らなければいけ 

ない責任感や、コロナ禍での練習不足などで気持ちが乗らないことが何度もありまし 

た。しかし、その合唱生活も終わりになります。私たちを見守ってくれた方や一緒に 

頑張ってくれた団員にも沢山感謝をしています。今までありがとうございました。 

   団 長     高２ 佐久間 大輝（バス） 

合唱団に入団してだいぶ経ちますが、気づいたら卒団の時期になっていました。自 

分が入団したのは小１の時で、理由としては姉が最初に入団して楽しそうだったから 

です。コロナが来るまでは公民館も借りられて練習ができていたけど、今、この状況 

では感染防止のためなかなか借りることができず、練習はリモートで行われています。 

そんな中コンサートができてよかったし、最後まで続けてきてよかったと思います。 

  副団長     高２ 山口 郁斗（バス） 

約１１年間本当にありがとうございました。あっという間に卒団してしまうのだと 

思い少し寂しいです。僕は、小学校の頃はソフトボールを、中学生になってからは卓 

球をしていてなかなか合唱団に行くことができなかったのですが、先生方や団員のみ 

んなは変わらず接してくれて、ほんとに楽しかったです！先生が教えてくれた笑顔・ 

挨拶・感謝の気持ちを忘れずこれから頑張っていきたいです！ありがとうございまし 

た！ 

  副団長     高２ 石川 舞菜（ソプラノ） 

私にとって歌うことは「青春」でした。口を大きく開けて仲間と歌うことは、私に 

とっての幸せでした。落ち込んでても、合唱団のみんなと歌えば前向きになれました。 

優しい仲間や先生に巡り会え、共に時間を過ごせたことに感謝します。青春を共にし 

た合唱に終止符を打たなきゃいけないのは寂しいですが、今日は精一杯歌います。 

   パートリーダー 高２ 川俣 快斗（テノール） 

合唱団に入ってから怒られたり褒められたり楽しかったり辛かったり色々あったけ 

れど、とてもいい勉強になりました。笑顔挨拶感謝の気持ちをこれからも忘れずにい 

きたいと思います。これをひとつの区切りとして、気持ちを新たにしていこうと思っ 

ているところです。最後になりますが一緒にやってきた団員の皆さんと先生方にはと 

てもお世話になりました。そして見守ってくれた保護者の方々本当にありがとうござ 

いました。そしてこれからもよろしくお願いします。 

 


