「ＳＫＹコーラス」
，「混声合唱団ブルースカイ」のあゆみ
平成 3 年(1991 年)９月ＳＫＹ大学のクラブ活動として『ＳＫＹコーラス』発足。 指揮者:細川正臣
平成４年(1992 年)

・ＳＫＹフェスティバルに出演

1992. 6.30･,7.1

産業会館シルクホール

平成 5 年(1993 年)

･ＳＫＹフェスティバルに出演
･ねんりんぴっく'93 京都に出演

平成 6 年(1994 年)

･ＳＫＹふれあいフェスティバル'94 に出演 1994.6.18･,6.19 パルスプラザ稲盛ホール

1993.6.24.,6.25
1993 年秋
京都国際会館

平成 7 年(1995 年)
第 1 回演奏会
1995. 5.21 呉竹文化センター
指揮:細川正臣 ピアノ:秋葉和子
開幕 おおひばり
Ｉ
混声:おぼろ月夜 村祭り 冬景色
男声:サッちゃん 犬のおまわりさん バスの歌 バナナを食べる時の歌
混声:海の若者 海の詩 河口
Ⅱ
皆で歌いましょう
花 エーデルワイス ドレミの歌
Ⅲ
賛助出演 ピアノ連弾 秋葉和子・田中佳織
IV
女声:どこかで春が みどりのそよ風 ゆりかごの歌 湖上の月 ドナウ川の漣
気球に乗ってどこまでも
混声:混声合唱のための組曲｢空・道･河｣
･ＳＫＹふれあいフェスティバル'95 に出演
･シルバー観光ガイド全国代表者交流会に出演
・ウイングス・フェスタに出演
・ドリームコーラス 10 周年コンサートに賛助出演
平成 8 年(1996 年)
第 2 回演奏会
1996.10. 6. 大谷ホール
指揮:細川正臣 ピアノ:佐々木雅子
開幕 おおひばり
Ｉ
･戻ってきた歌(1)より この道 からたちの花 あめふりお月 黄金虫 風 森の水車
･中田喜直童謡集より めだかの学校 カニサンオメメ あひるの行列 みどりのおにわ
かざぐるま よるのそら ゆうらんバス もんく
・男声合唱 そよかぜと私 マンハッタン
Ⅱ
みんなで歌おう キラキラ星 夏の思い出 はるかな友に
Ⅲ
ピアノ独奏 佐々木雅子
IV
女声:初めてのキス そんなお婆さんならわるくない おもちゃのチャチャチャ
混声合唱のための組曲｢動物園｣もぐら チンパンジー カンガルー だちょう
戻ってきた歌(2)より 美しき天然 砂山 山小舎の灯 朝はどこから
閉幕河口
・ＳＫＹふれあいフェスティバル'96 に出演(期日,｡会場不詳)
平成 9 年(1997 年)
ジョイント・コンサート 1997.11.24 京都コンサートホール･大ホール指揮:細川正臣 ピアノ:徳山雅子
開幕 ジンク
京都フィルハーモニー室内合奏団
I
SKY コーラス:唱歌メドレー｢ふるさとの四季｣
コール･ウィズ･ユー:組曲｢おかあさん｣
コール･コン・カローレ:組曲｢葡萄の歌｣
Ⅱ
みんなで歌おう バラが咲いた 若者たち
Ⅲ
コール･コン･カローレ:｢ウェストサイドストーリー｣より｢お菓子の歌｣より
コール･ウィズ･ユー:童謡メドレー
ＳＫＹコーラス:美しく碧きドナウ
IV
全員合唱 太陽のマーチ(ラデツキーマーチ)

平成 12 年(2000 年)
第 4 回演奏会
2000.2. 5 京都コンサートホール・小ホール指揮:細川正臣
開幕 おおひばり
Ｉ
早春賦 赤とんぼ 榔子の実 懐かしの我がケンタッキーの家 夢路より
混声合唱のための組曲｢空・道・河｣
Ⅱ
みんなで歌おう 雪の降る街を 上を向いて歩こう
Ⅲ
賛助出演 ハープ独奏
IV
女声:通りゃんせ ずいずいずっころばし ひらいた，ひらいた うさぎ
混声:春の弥生 いろはうた 美しく碧きドナウ アヴェマリア

峠の我が家

平成 13 年(2001 年)
第 5 回演奏会
2001.10.27 京都コンサートホール・小ホール指揮:高西市男 ピアノ:若杉乃利子
開幕 合唱讃歌
Ｉ
ホームソングメドレー
遠い日の歌
Ⅱ
みんなで歌おう
Ⅲ
ピアノ連弾
若杉乃利子･斉戸典子
IV
団伊玖磨によせて 混声合唱組曲｢筑後川｣
平成 14 年（2002 年）
第 6 回演奏会
2002.4.26. 京都コンサートホール・小ホール指揮:高西市男 ピアノ:若杉乃利子
開幕「カバレリア・ルスチカーナ」より
Ｉ
ホームソングメドレードイツ・オーストリア編 ローレライ 野ばら ウィーンわが夢のまち
Ⅱ
ホームソングメドレーニホンヘン オボロヅキヨ ズイズイズッコロバシ オエドニホンバシ
ハコネハチリ ソーランブシ
Ⅲ
賛助出演 ＭＡＵＲＩＣＥ ＧＲＡＹ（ヴォーカル＆サクソフォーン）
Ⅳ 花･鳥･水によせて すみれの花咲く頃あなたとわたしと花たちと鶯花海の詩美しく碧きドナウ
平成 16 年（2004 年）
第 7 回演奏会
2004.11. 6
京都コンサートホール･小ホール指揮:高西市男
Ｉ
混声合唱のための童謡メドレー「いつの日か」〈全 13 曲〉
Ⅱ
希望のささやき オレゴンからの愛 村祭り
Ⅲ
賛助出演 マリンバ演奏
伊藤朱美子･伊藤多美子
IV
混声合唱組曲「水のいのち」雨 水たまり 川 海 海よ

ピアノ:若杉乃利子

平成 18 年（2006 年）
第 8 回演奏会
2006.4.22
京都コンサートホール･小ホール指揮:高西市男 ピアノ:若杉乃利子
開幕 シャンテ（歌おう）
Ｉ
童謡･唱歌「四季のメドレー」より春〈全 10 曲〉，夏〈全 10 曲〉
Ⅱ
民謡 ピリカピリカ 木曽節 島唄（男声） 芭蕉布（女声）
Ⅲ
賛助出演 シャルム（フルート,ヴァイオリン,ピアノによるアンサンブル）
IV 混声合唱組曲「南太平洋」より私に告げてバリパイワンダブル･ガイハッピートーク魅惑の宵
・京都三代祭（商工会議所青年部主催）参加
2006.12.2. 新風館
平成 19 年（2007 年）
･ＳＫＹサークル第 1 回音楽祭参加

2007.4.14. ひと･まち交流館

第 9 回演奏会
2007.10.28 京都コンサートホール・小ホール指揮:高西市男 ピアノ:若杉乃利子
開幕 秋を呼ぶ歌
Ｉ
童謡･唱歌「四季のメドレー」より 秋〈全 8 曲〉，冬〈全 8 曲〉
Ⅱ
アンビルコーラス（男声）忘れな草（女声）
混声:一本の鉛筆 川の流れのように 鉾をおさめて
Ⅲ
賛助出演キャトルフィーユ（トランペットとピアノによるアンサンブル）
IV 混声合唱組曲「心の四季」から 風が 流れ 山が 愛そして風 雪の日に 真昼の星

平成 20 年（2008 年）
･ＳＫＹサークル第 2 回音楽祭参加
･高島屋 OB・G 総会に参加

2008.3.29. ひと・まち交流館
2008.6.1. 鳥丸京都ホテル

平成 21 年（2009 年）
第 10 回記念演奏会 2009. 4.12 京都コンサートホール・小ホール指揮:高西市男 ピアノ:若杉乃利子
開幕 行けわが想いよ金色の翼に乗って
Ｉ
混声合唱組曲「日本の四季の歌」
〈全 7 曲〉
混声合唱組曲「地平線のかなたへ」〈全 4 曲〉
Ⅱ
みんなで歌おう: 逢えてよかったね
Ⅲ
賛助出演 二胡演奏
杉原圭子 ピアノ:田井かおり
IV
心の四季から「風が」
，南太平洋から「魅惑の宵」，水のいのちから「雨」，筑後川から「河口」
平成 22 年（2010 年）
･ＳＫＹコーラスはＳＫＹセンターから独立し，名称を『混声合唱団ブルースカイ』に変更
･この年 団歌「雲と風と光と」作詞:市野瀬絢子（団員） 作曲:箸尾哲男 制定
第 11 回記念演奏会 2010.10.10 京都コンサートホール・小ホール指揮:箸尾哲男 ピアノ:若杉乃利子
開幕 雲と風と光と（団歌）二人の擲弾兵
Ｉ
混声合唱のための唱歌メドレー「ふるさとの四季」〈全 13 曲〉
Ⅱ
懐かしのラジオ歌謡集 リンゴの歌 山の煙 あざみの歌 黒いパイプ さくら貝の歌
月夜の笛 あまんじゃくの歌 山小屋の灯
Ⅲ
混声合唱組曲「海のディベルティメント」海へ さかな 子供っぽい幻想 小さな創世記
海の夜明け なみ
平成 24 年（2012 年）
第 12 回定期演奏会 2012. 4. 7
京都コンサートホール･小ホール指揮:箸尾哲男 ピアノ:若杉乃利子
開幕 雲と風と光と（団歌）
Ｉ
祈りＡｖr Ｍａria （エルガー）Simplｙ,AIlelｕja（フェットケ）Ｋyｒｉｅ ｉｎ Ｆ ＫＶ.33
（モーツァルト）
Ａｖｅ ｖerｕｍ ｃｏｒｐｕs （モーツァルト）
Ⅱ
混声合唱･ヴァイオリン・ピアノのための「ヴィヴァルディが見た日本の四季」
《春》花《夏》城ヶ島の雨《秋》村祭り《冬》ペチカ
Ⅲ
混声合唱組曲「旅」旅立つ日 村の小径で 旅のよろこび なぎさ歩めば かごにのって
旅のあとに 行こうふたたび
平成 25 年（2013 年）
第 13 回定期演奏会 2013. 9.22 京都コンサートホール･小ホール指揮:箸尾哲男 ピアノ:若杉乃利子
開幕 雲と風と光と（団歌）アヴェマリア（カッチーニ）
Ｉ
混声合唱のための組曲「動物園」
もぐら チンパンジー カンガルー だちょう
Ｈ
日本の歌
おぼろ月夜七つの子夕やけ小やけ汽車ぽっぽ赤とんぼ紅葉
Ⅲ
混声合唱組曲「母の手」 たんぽぽ いのち いわし 母の手 木のように
IV
みんなで歌おう: 花は咲く
平成 27 年（2015 年）
第 14 回演奏会
2015.5.10. 京都コンサートホール・小ホール指揮:箸尾哲男 ピアノ:若杉乃利子
開幕 雲と風と光と（団歌）
Ｉ 中山晋平のメロディー 船頭小唄 黄金虫 波浮の港 砂山 鞠と殿様
Ⅱ 金子みすゞの詩から 星とたんぽぽ 葉っぱの赤ちゃん こだまでしょうか つゆ
明るいほうへ
Ⅲ 混声合唱組曲「美しいものについて」 美しいものについて 紅の色 すすきの原 寺の秋
愛の日に
IV
みんなで歌おう: 四季の歌

平成 28 年（2016 年）
第 15 回演奏会 創立 25 周年記念 2016.9.17 京都コンサートホール・小ホール
指揮:箸尾哲男 ピアノ:若杉乃利子
開幕 雲と風と光と（団歌）
Ｉ 混声合唱組曲 「生まれた街」 生まれた街へ 遠い太鼓 しるべ石 楽ゝ波（さざ波）
大空を渡る翼は
Ⅱ 北海道物語 函館の女 ソーラン節 北海盆歌 この道 虹と雪のバラード 北の国から
大空と大地の中で
知床旅情 黒百合の歌 霧の摩周湖 襟裳岬 （violin 演奏付）
Ⅲ 混声合唱組曲「平和への祈り」 海の乙女 初めての恋 およしなさい たたかい
海のひとしずく 平和への祈り
２, ４番はソプラノ独唱
IV
みんなで歌おう: 銀色の道
平成 30 年 (2018)
第 16 回演奏会 2018.4.21 京都コンサートホール・小ホール
指揮:箸尾哲男 ピアノ:若杉乃利子 フルート:徳本早織
開幕 雲と風と光と（団歌）
Ⅰ 混声合唱とピアノのためのフォスター・メロディー

おおスザンナ 夢路より 草競馬

金髪のジェニー（フルート独奏） 懐かしのケンタッキーの我が家 故郷の人々
Ⅱ ヨーロッパの大河を歌う スメタナ原曲：モルダウ ショスタコーヴィッチ作曲：エルベ河
シュトラウス原曲：青き美しきドナウ
Ⅲ 混声合唱組曲「二度とない人生だから」 念ずれば花ひらく 花・ねがい 妻を歌う つゆのごとくに
からっぽ・サラリ こおろぎ 二度とない人生だから
Ⅳ みんなで歌おう： 上を向いて歩こう

