
IFCMからのお知らせ

世界合唱シンポジウム、カタール・ドーハ

2023年12月30日～2024年1月5日

　今月、WSCM2023/2024は、声楽アンサンブル、合唱団、講演者の募集を開
始します！

　コロナ禍から抜け出そうという今、合唱界には先の楽しみが必要です。求めら
れるのは、世界中の合唱人が一堂に会する場、会員の気持ちを高め、活力と勇気
を与え、合唱という芸術形式を大規模に讃えるイベントです。2023年12月30日
～2024年1月5日、カタールのドーハで開催される世界合唱シンポジウムは、わ
たしたちみんなが渇望しているものを与えてくれることでしょう。

·	 世界各地の選りすぐりの多様な声楽アンサンブルや合唱団、24グループ
による演奏

·	 合唱や歌にかかわる問題をテーマとした、40名の専門家による講演
·	 合唱と集団歌唱の分野におけるもっとも刺激的なアーティストたちによる

3つのガラ・コンサート
·	 高名な合唱指揮者が講師を務める指揮法ワークショップ
·	 最高にエキサイティングな合唱曲の新譜を読む譜読み講座
·	 新たに委嘱された合唱曲の初演
·	 すべての合唱団とアンサンブル・グループにステージに立つ機会を提供

する小規模フェスティバル
·	 国際的に認められる大学卒業のための単位取得のオプション
·	 出版物、音楽関連のテクノロジー、合唱用の設備、合唱関連機関、今後の

フェスティバルやイベント、その他もろもろの最新情報を取りあげる展示
会

·	 カタールの美しい砂漠やビーチを訪れるツアー
·	 経済的支援を必要とする参加者や参加合唱団のための奨学金・資金援
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　2023/2024年カタール開催の世界合唱シンポジウムは、上記のすべてをそな
え、さらにそれを超えるものとなります。その第一歩が、声楽アンサンブル、合唱
団、講演者の募集です。

　この6月は募集の詳細にご注目を！　WSCMの芸術委員会が、さまざまな地
域から、さまざまな形式の、きわめて質の高いプログラムをまとめあげます。カター
ル国の主催するWSCM2023/2024においては、参加者も招待者も等しく、生涯
に一度の合唱経験を期待することができます。出演合唱団として、講演者として、
学生として、または、一般の参加者として、この歴史的イベントへの参加をぜひご
検討ください！

　詳細は、WSCM2023/2024のウェブサイト（www.wscm2023.com）で発表
されます。みなさんをカタールにお迎えするのを楽しみにしております！

2022年IFCM合唱作曲コンクール

　国際合唱連合は、2010年にこのプロジェクトが発足して以来、4度にわたり国
際合唱作曲コンクールを実施してきました。このコンクールの目的は、画期的で
手の届きやすい新しい合唱曲の創作を促し、世に広めることです。

　IFCMは、新たな合唱作品を普及させ、また、21世紀の合唱団のニーズに合っ
た革新的な曲作りを促進するために、第5回国際合唱作曲コンクールを実施する
ことをここに発表いたします。

　現代のグローバルな問題に呼応する、独創性、想像性、創造性を併せ持つ作
品を楽しみにお待ちしています。

　こちらで規約をご確認ください
　応募の締め切りは、2022年1月15日です。
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上海協力機構青少年合唱団（SCOCYC）の集い

　先月、5月18日、内モンゴルの呼和浩特（フフホト）市と中国の北京でともに
過ごしたときの数々のよい思い出を胸に、2019年上海協力機構青少年合唱
団（SCOCYC）の歌い手、楽器奏者、指揮者がオンラインで集まり、国際合唱
界におけるあの歴史的ひとときを振り返りました。この集いは16の時間帯を
またいだものであり、エミリー・クオ・フォン（IFCM会長）、ガボール・モーツァル

（SCOCYC委員長）、キー・アダムズ（SCOCYC芸術委員長）、Yu Hang Tan（
セッション・マネージャー）も参加しました。特別ゲストのWang Kaiwen大使（
前・SCO副事務局長、現・西安ユーラシア経済フォーラム副事務局長）は、文化
的対話、すなわち、ひとつの合唱団として練習と公演を行うことを目的に、上海協
力機構（SCO）の18カ国のうち16カ国の歌い手を一堂に集めたこのプロジェクト
の意義を語りました。2019年は、SCOの国々のうち、アフガニスタン、アルメニア、
ベラルーシ、カンボジア、中国、インド、イラン、カザフスタン、キルギスタン、モンゴ
ル、ネパール、パキスタン、ロシア、スリランカ、トルコ、ウズベキスタンが、この合唱
団に歌い手を送り込みました。

　指揮者のアンドレ・デ・クアドロス（インド・アメリカ）とマリア・ゴウンドリナ（ロシ
ア・スウェーデン）はふたつの質問によって会を進行しました。

·	 上海青少年合唱団に参加したことで、みなさんの音楽に対する見方、世
界に対する見方はどのように変わりましたか？

·	 上海青少年合唱団での活動中、最も記憶に残った音楽の瞬間を教えて
ください。

参加者たちの話は、今後のセッションの広報のために現在、制作が進んでいる
上海青少年合唱団のプロモーション・ビデオに収録されます。 
　会の最後は、動画「思い出のひととき」で飾られました。これは、馬頭琴（モリン
フール）奏者Han Mu Renの演奏によるサウンドドラック付きのフォトビデオ・コ
ラージュです。参加者全員が元気づけられ、お互いへの信頼と友情と尊敬を築
く“楽器”として、ともに歌うために「また会おう」という気持ちとともに会を締めくく
りました。
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ICB合唱レビュー

　合唱音楽に関するおもしろい本を何かご存じありませんか？　CDはどうでし
ょう？　魅力的なプレイリストや、合唱団のみごとな演奏動画は？　情報の提供
をお願いします！　ICB編集部（ICB Editor）にぜひご連絡ください。

IFCM創設メンバーからのお知らせ

ヨーロッパ合唱連盟（ECA-EC）

2021年ヨーロッパ・カンタート（Europa Cantat 2021）のプログラムの変更

リュブリャナでのライブ、またはオンラインで

　新型コロナウイルスとその感染拡大を抑えるための数々の措置がわたしたちの
生活に影響しつづけるなか、このフェスティバルのプログラムにもいくつかの変更
が生じています。（festival’s diverse program）

　何カ月もかけて知恵を絞り、さまざまなシナリオを検討してきましたが、もはや
選択の余地はないようです。危険要因が多数あるため、フェスティバルのプログラ
ムは大幅に変更せざるをえません。

　大変残念ですが、まさにフェスティバルの核である4日間、6日間、8日間のアト
リエは、スタディ・ツアーとともに中止とさせていただきます。スロベニア当局は、さ
まざまな国から多数の人が一箇所に集まり、数日にわたり大集団で歌を歌うこと
で、集団感染のリスクが高まることに懸念を抱いています。

ですが安心してください！　わたしたちはあきらめていません！

　プロジェクトのいくつかの部分は、リュブリャナでのライブ、またはオンラインで
実施できることになりました。

　プログラムの一部のご紹介

·	 招待合唱団の演奏会（Concerts）、および、“リッスン・トゥー・スロベニ
ア”演奏会（Listen to Slovenia）

·	 “合唱団の日”
·	 PULSE プログラム（PULSE programme）――出版社主催の譜読み

講座や合唱機関による教育講座（VoxBazaar）を、オンラインにて実施し
ます。

·	 “バーチャル・ホワイエ”――すべての参加登録者、および、2021年ヨーロ
ッパ・カンタートの関係者に、旧友との再会、新たな友人作り、指揮者との
出会い、バーチャル・ミーティングなどの場として利用できるオンライン・プ
ラットフォームを提供します。またこれは、“ヨーロッパ・カンタート大ファミ
リー”のソーシャル・プラットフォームでもあります。

·	 オンライン・テレビ番組：インタビュー、リュブリャナ発の動画、背景情報、
イベント裏話、ライブ演奏会の感想、等々……
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　変更はあっても、みなさんが“ヨーロッパの緑の首都”、リュブリャナに招かれて
いることに変わりはありません。この機会にぜひ、アルプスからアドリア海まで、ス
ロべニアとその美しい財宝や歴史的建造物を訪ねてまわり、ヨーロッパ・カンター
トの夜の演奏会ですばらしい音楽をお楽しみください。

　こちらでプログラムの最新情報のチェックをお願いしま
す。programme updates.

#singwithlove

オンライン・ワークショップ：ストーリーテリングによる支援呼びかけ

2021年6月11日、午後3:00～6:00（中央ヨーロッパ標準時）

ヨーロッパ合唱連盟の能力開発ワークショップのひとつで、文化団体の職員を
対象として作られたワークショップです。このワークショップでは、各団体が支援
を呼びかけるにあたり、ストーリーテリングという強力なツールをどのように利用
しうるかを模索します。歌い手たちはみな、自分たちの声を聞いてほしいと思って
います。しかし、歌い手自身が合唱界を代表する力強い声となって、いかに芸術（
特に合唱）が個人やコミュニティーの生活を変える力をもち、福祉、地域社会の
結束、経済的繁栄に貢献しているかを語ることも同じくらい重要です。このワーク
ショップのご案内役は、Julie Wardが務めます。

いますぐお申込みを！　here

全米合唱指揮者協会（ACDA）

ACDAバーチャル全国大会、音楽における多様性（Diversity in Music）は、
大成功のうちに終わりました。個人の希望者には、期間限定ですが、まだ参加の
チャンスがあり、ご登録いただければ、2021年12月まですべてのセッションと演
奏の録画を視聴できます。

　2022年ACDA地域別カンファレンス（regional conferences）の予定が決
まりました！

東部、南西部、および北西部では、まだ出演合唱団および企画を募集していま
す。

·	 東部（マサチューセッツ州ボストン）――2022年2月9日～12日

IFCMeNEWS 
2021年6月号

合唱界をつなぐボランティア

http://ifcm.net/
https://europacantat.jskd.si/news/
https://www.facebook.com/hashtag/singwithlove
https://www.facebook.com/events/1016705718737637/
https://my.acda.org/s/lt-event?id=a1Y3i000000b4wqEAA
https://acda.org/region-conferences/


INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC monthly electronic newsletter
http://ifcm.net/

© 2018 IFCM - All rights reserved

·	 中西部（イリノイ州シカゴ）――2022年2月16日～19日
·	 南部（ノースカロライナ州ローリー）――2022年2月23日～26日
·	 南西部（アーカンソー州リトルロック）――2022年2月28日～3月3日
·	 西部（カリフォルニア州ロングビーチ）――2022年3月2日～5日
·	 北西部（ワシントン州スポケーン）――2022年3月9日～12日

IFCM会員からのお知らせ

世界の合唱イベントカレンダー――2021年6月、7月

30 June-11 July: Festival of Voices, Hobart, Tasmania, Australia — 
https://festivalofvoices.com/
5-11 July: 56th Barcelona International Choir Festival goes online! 
Spain — www.fcec.cat
5-11 July: 38th International Choir Festival of Preveza, 27th 
International Competition of Sacred Music, Preveza, Greece — 
http://www.armoniachoir.gr/festival/index.php
6-11 July: Chanakkale International Choir Festival and Competition, 
Chanakkale, Turkey — http://www.canakkalekorofestivali.com/
7-10 July: International Youth Music Festival I & Slovakia Folk, 
Bratislava, Slovak Republic — www.choral-music.sk
8-12 July: Musica Orbis Prague Festival Online, Czech Republic — 
https://www.musicaorbis.com/
11-16 July: Edinburgh Early Music Summer School, United Kingdom — 
www.lacock.org
16-25 July: Europa Cantat Festival 2021, live in Ljubljana or online, 
Slovenia — https://europacantat.jskd.si/
21-25 July: 12th International festival of choirs and orchestras, Tuscany, 
Italy — www.mrf-musicfestivals.com
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26-29 July: International Youth Music Festival II and Bratislava Cantat 
I, Bratislava, Slovak Republic — www.choral-music.sk
29 July-1 Aug: 1st Classical Music Summer Festival, Vienna, Austria — 
http://www.concerts-austria.com/summer-festival-vienna

ヨーロッパ合唱連盟（ECA-EC）発行の合唱イベントカレンダー
（Calendar of Choral Activities）および全米合唱指揮者協会（ACDA）の
ネットワーク、コーラルネット（ChoralNet）で、来月以降の合唱イベントをご確認
ください。
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