第 2 回キリスト教音楽講習会 in 九州
讃美歌 21 が発行されて 22 年。長崎の地でカトリック、プロテスタントを超えて、ともに主を賛美し、学ぶ機会を持ち
ます。オルガンの技術の他、賛美歌・聖歌の奏法、礼拝・典礼の成り立ち、歴史などを、音楽と神学の両面から教会
音楽に迫ります。特にこの講習会ではカトリック、プロテスタント諸教派の信徒がともに学び、ともに祈る講習会を目指
します。異なるものに目を向けるのではなく、キリスト教の歴史をともに学ぶ場となりますように。

■対 象
■期 日
■場 所
■主題講師
■チャプレン
■講 師
(五十音順)

■内 容

■定 員
■受講料

■申込方法

■宿泊紹介

教会・学校でオルガニスト・聖歌隊として奉仕されている方
2019 年 7 月 30 日（火）～8 月 1 日（木）
活水女子大学 東山手・新戸町キャンパス 他
嘉松 宏樹(福岡カトリック神学院講師（典礼学）)
浦上 充(日本キリスト教団東中野教会牧師 日本キリスト教団讃美歌委員会委員)
加藤 麻衣子(ルーテル学院オルガニスト 活水女子大学非常勤講師)
椎名 雄一郎(活水学院オルガニスト 日本キリスト教団讃美歌委員会委員)
松本 俊穂(長崎純心大学教授 浦上教会オルガニスト)
・主題講演 「礼拝—キリストの祈り」
・個人レッスン(担当: 加藤麻衣子 松本俊穂)
パイプオルガン、リードオルガンのどちらでも受講可能。個人レッスン(各 30 分)により各受講
生に合わせて行います。賛美歌又は聖歌と、自由曲各一曲ご用意ください。
・グループ・オルガンレッスン
賛美歌・聖歌の奏法など、グループで互いのオルガンを聴きあいながら
・ゼミ
「結婚式・葬儀の典礼」 (担当: 嘉松宏樹)
「礼拝の豊かさを求めて～カトリックとプロテスタント、それぞれの霊性からみる礼拝の姿」～
(担当: 浦上 充)
「奏楽曲の選び方」(担当: 椎名雄一郎)
「賛美歌・聖歌の弾き方」(担当: 椎名雄一郎)
・ヒム・フェスティバル(担当: 浦上 充)
30 名程度
・個人レッスンあり
一般 27,000 円 友の会・学生(25 歳以下) 25,000 円 本学学生・生徒 15,000 円
・個人レッスンなし
一般 22,000 円 友の会・学生(25 歳以下) 20,000 円 本学学生・生徒 10,000 円
・1 日受講 1 日 12,000 円
①申込用紙にご記入の上、Fax: 095-879-7111 もしくは郵送でお申込ください。
お申込み締め切りは 7 月 11 日（木）〔必着〕でお願いします。
定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申し込みください。
②お申込み締切後、受講申込確認と振込方法についてのご連絡をＦＡＸまたは郵送
いたします。1 週間以内に受講料等をお振込みください。
7 月 25 日(木)までに確認連絡の無い場合は 095-879-7110 までお尋ねください。
※期日までにお振込みいただけない場合は、キャンセルとなりますのでご注意ください。
お振込いただいた受講料は返金致しません。
以下のホテルを用意しております(7 月 30 日～2 泊、価格はシングル 1 泊朝食付の値段)
ホテルベルビュー長崎出島 1 泊 6,400 円 3 部屋
ホテルニュータンダ 1 泊 6,480 円 5 部屋
長崎バスターミナルホテル 1 泊 8,930 円 5 部屋
ご希望の方は、申込書にご記入ください(先着順となります）。

■主催・問い合わせ 活水学院キリスト教音楽研究所
TEL：095-879-7110 FAX：095-879-7111
■共 催
日本キリスト教団出版局
■後 援
日本基督教団九州教区(伝道センター) カトリック長崎大司教区
日本福音ルーテル教会九州教区
■実行委員会

(五十音順)

奥野 政元(活水学院前理事長・前院長)
加藤 麻衣子(ルーテル学院オルガニスト 活水女子大学非常勤講師)
嘉松 宏樹(福岡カトリック神学院講師（典礼学）)
椎名 雄一郎(活水学院オルガニスト 日本キリスト教団讃美歌委員会委員)
福田 のぞみ(西南学院大学非常勤講師 富野バプテスト教会オルガニスト)
松本 俊穂(長崎純心大学教授 浦上教会オルガニスト)
松本 敏之(日本キリスト教団鹿児島加治屋町教会牧師)
■その他
期間中の 1 日、熊本・ハレルヤ書店が書籍・楽譜の販売をおこないます。ご利用ください。
■講習会スケジュール ※時間割は変更になることがあります。
（あらかじめご了承ください）

日時

内容

備考

7/30(火) ※個人レッスンのみとなります。
14:00-17:30

個人レッスン

東山手・新戸町

9:00-10:00

個人レッスン

東山手・新戸町

10:30-11:00

開会礼拝

新戸町

11:10-12:40

主題講演

新戸町

14:00-15:30

グループ・オルガンレッスン①

新戸町

16:00-17:30

ゼミ①

新戸町

19:00-20:00

ヒム・フェスティバル

長崎銀屋町教会

9:00-10:30

個人レッスン

東山手

10:30-12:00

グループ・オルガンレッスン②

東山手

13:00-14:30

ゼミ②

東山手

15:00-16:00

閉会礼拝

東山手

7/31(水)

8/1(木)

16:00

解散

活水学院キリスト教音楽研究所
FAX 095-879-7111
申込締切日７月１１日（木） ※但し、定員になり次第、締切りとなります。
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※7 月 25 日(木)までに確認の連絡がない場合は、TEL 095-879-7110 へお問合わせください。
※昼食は各自でご準備ください。

♪講習会希望コースに○をご記入ください(全員記入)
各日受講を希望するゼミに○を記入

♪1 日参加ご希望の方は○印をご記入ください。
希望日

7/31

「礼拝の豊かさを求めて」

７月３０日（火）

7/31

「奏楽曲の選び方」

７月３１日（水）

8/1

「結婚式・葬儀の典礼」

8/1

「賛美歌・聖歌の弾き方」

希望日に○を記入

８月１日（木）

各日ともいずれかに〇をつけてください、

♪個人レッスンについて(希望者のみ記入)
※個人レッスンご希望の方は○をご記入ください。参加費が変わります。要項の受講料欄をご覧ください。
ご希望の方は○を記入→

♪ホテル宿泊ご希望の方は、○をご記入ください。（希望者のみ記入
（シングル１泊

o

先着 13 名様）

朝食付き）※ホテル代金は、フロントにて各自お支払ください。

ホテルベルビュー長崎
ホテルニュータンダ
長崎バスターミナルホテル

6,400 円 3 部屋
6,480 円 5 部屋
8,930 円 5 部屋

長崎県長崎市江戸町 1-20 095-826-5030

7/30（火） 7/31（水）

長崎県長崎市常盤町 2-24 095-827-6121
長崎県長崎市新地町 1-14 095-821-4111

♪受講希望曲目
申込時に曲目を必ずご記入下さい。
曲目の周知期間の都合上、以後の変更はお受けできません事をご了承ください。
他の方が演奏される曲目リストが必要な方はメールでお送りしますのでご連絡下さい。

曲
賛美歌又は聖歌
自由曲

名(原語・日本語)

