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パイプオルガン講座 パイプオルガン演奏会

お問い合わせ・お申し込みは

神戸国際大学 キリスト教センター
TEL 078-845-3103 ／ FAX 078-845-3102
E-mail : chapel@kobe-kiu.ac.jp 
                                                 まで

申し込み締め切り期日

礼拝で奏楽する者にとって、「歌いやすい伴奏」はゴールのないテーマです。
歌いやすい伴奏とは何か、またそれを実現させるためにはどうしたら良いのか。
日頃ひとりで悩んでしまう現状があるかと思います。
長年奏楽をしているために抜け出せない癖や、最近奏楽を始めたばかりの手
探り状態・・・。各自の課題を持ち寄って、聴き合い、歌い合い、講師からヒント
をいただき、奏楽の喜びを分かち合いましょう！
音響の豊かなチャペルで聖歌を歌う体験には、大きな発見があるはずです。

オルガン奉献10 周年記念企画　オルガンコンサート

2016年11月5日（土）
14:00 ～ 14:50

日　時

伊藤　純子（本学オルガニスト）

お話と演奏
■ 募集要項
講　    師 スコット・ショウ（立教学院教会音楽ディレクター）

定　    員 受講6名
 聴講定員なし
受  講  料 実技5,000円
 聴講1,000円（但し学生無料）
課  題  曲 聖歌、詩編歌（事前に連絡）
実技受講資格 礼拝奏楽を行っている方（学生を含む）
 キリスト教宗派教派、経験は問いません。
聴講受講資格 なし
申し込み

申し込み記入事項を記入して、申し込み締め切り期日ま
でにキリスト教センター宛お申し込みください。
締め切り期日後に実技受講生を決定し、実技申込者全
員にご連絡します。

お問い合わせ 神戸国際大学キリスト教センター

■ 募集要項
講　    師 伊藤純子（本学オルガニスト）

定　    員 各グループ3名
 （AグループとBグループ及びCグループとDグループの重複不可）
 聴講定員なし

受  講  料 実技15,000円（半期／ 3回）
 聴講1,000円（1回）、学生聴講無料

課  題  曲 礼拝音楽（締め切り期日後に、実技受講生と
相談の上決定します）

実技受講資格 礼拝で奏楽を行っている方
 キリスト教宗派教派、経験は問いません。

聴講受講資格 なし

申し込み
申し込み記入事項を記入して、申し込み締め切り期日ま
でにキリスト教センター宛お申し込みください。
締め切り期日後に実技受講生を決定し、申込者全員に
ご連絡します。

お問い合わせ 神戸国際大学キリスト教センター

神戸国際大学のオルガン「ルナ」奉献10周年にあたり、オルガンのひみつに
接近してみましょう。
オルガンの仕組みを、映像と解説によってご紹介いたします。
またオルガンのさまざまな音色をグループ分けし、音色の紹介を兼ねたミニ
コンサートをお聴きいただきます。

1. 「オルガン紹介」～さまざまな音色～
2017年1月28日（土）　15:00-17:00日　時

「聖歌と詩編の伴奏法」

2017年1月28日（土）
13:00 ～ 14:00

日　時

スコット・ショウ（立教学院教会音楽ディレクター）

お話と演奏

オルガン音楽には、地域や年代によって異なる色彩感やスタイルがあ
ります。
オルガン「ルナ」は、さまざまなスタイルに対応でき、また聖公会の
音楽に相応しいというコンセプトのもとに誕生しました。
聖公会の伝統音楽と関連が深い、英国のオルガン音楽を、解説を交
えながらお聴きいただきます。時代ごとに異なる英国の響きをお楽
しみください。
聖公会関係学校の立教学院からショウ先生をお招きいたします。

３．10周年記念スペシャルコンサート 「英国音楽の流れ」

2016年12月10日（土）
14:00 ～ 14:50

日　時

松原　晴美（桃山学院大学オルガニスト）

お話と演奏

クリスマスのために作られた歌には、不思議な力があります。
街に流れるクリスマスソングや、ヨーロッパで昔から歌われてきたクリスマ
スキャロルなど。
クリスマスに因んだオルガン曲をお聴きいただき、オルガンの伴奏に合わせ
て、参加者全員でクリスマスキャロルを歌います。
豊かに響くチャペルならではの、心温まるクリスマスのひとときをお過ごし
ください。
聖公会関係学校の桃山学院大学から、松原先生をお招きいたします。

２． 「クリスマスキャロル」

オルガン奉献10周年記念オルガンワークショップ

歌うだけの参加（聴講）も大募集します！歌うだけの参加（聴講）も大募集します！

すべて火曜日 14：00－15：30日　程

礼拝で奏楽する中での疑問点を持ち寄り、実際に奏楽曲の演奏法、聖歌の弾
き方などを工夫することを通して、より良い奏楽のための課題を見つけ、実践
に移してみましょう。
他の奏楽者の演奏を聴くことも、大きな学びとなることでしょう。

Aグループ
Bグループ
Cグループ
Dグループ

2016年5月10日、6月7日、7月5日
2016年5月24日、6月21日、7月19日
2016年10月18日、11月15日、12月13日
2016年11月1日、11月29日、2017年1月17日

教会オルガニストのためのオルガン講座

申し込み記入事項

＊以上の講座は、やむを得ない理由により日程が変更になる場合がございます。
必ず事前にキリスト教センターまでお問い合わせください。

①氏名、年齢、住所、電話番号、eメールアドレス
②所属教会（キリスト教宗派教派）、礼拝奏楽の頻度、
　礼拝奏楽の年数
③簡単な音楽歴
④受講希望曲目名

Aグループ  2016年4月  4日
Bグループ  2016年4月18日
Cグループ  2016年9月12日
Dグループ  2016年9月26日

申し込み記入事項

①氏名、年齢、住所、電話番号、eメールアドレス
②所属教会（キリスト教宗派教派）、礼拝奏楽の頻度、
　礼拝奏楽の年数
③簡単な音楽歴

実技受講
2016年12月17日
聴講受講
2017年1月20日

申し込み締め切り期日

※神戸国際大学キリスト教センターは本学学生を対象にオルガンの会・聖歌隊を随時募集しています。

チャペル（礼拝堂）

《いずれも入場無料、事前申込不要（各回先着100名まで入場可）》
就学前のお子様の入場はご遠慮下さい。

※演奏会は、やむを得ない理由により、日程が変更になる場合がございます。

　大学HP〈生涯教育講座〉をご覧ください。
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パイプオルガン講座 パイプオルガン演奏会

お問い合わせ・お申し込みは

神戸国際大学 キリスト教センター
TEL 078-845-3103 ／ FAX 078-845-3102
E-mail : chapel@kobe-kiu.ac.jp 
                                                 まで

申し込み締め切り期日

礼拝で奏楽する者にとって、「歌いやすい伴奏」はゴールのないテーマです。
歌いやすい伴奏とは何か、またそれを実現させるためにはどうしたら良いのか。
日頃ひとりで悩んでしまう現状があるかと思います。
長年奏楽をしているために抜け出せない癖や、最近奏楽を始めたばかりの手
探り状態・・・。各自の課題を持ち寄って、聴き合い、歌い合い、講師からヒント
をいただき、奏楽の喜びを分かち合いましょう！
音響の豊かなチャペルで聖歌を歌う体験には、大きな発見があるはずです。

オルガン奉献10 周年記念企画　オルガンコンサート

2016年11月5日（土）
14:00 ～ 14:50

日　時

伊藤　純子（本学オルガニスト）

お話と演奏
■ 募集要項
講　    師 スコット・ショウ（立教学院教会音楽ディレクター）

定　    員 受講6名
 聴講定員なし
受  講  料 実技5,000円
 聴講1,000円（但し学生無料）
課  題  曲 聖歌、詩編歌（事前に連絡）
実技受講資格 礼拝奏楽を行っている方（学生を含む）
 キリスト教宗派教派、経験は問いません。
聴講受講資格 なし
申し込み

申し込み記入事項を記入して、申し込み締め切り期日ま
でにキリスト教センター宛お申し込みください。
締め切り期日後に実技受講生を決定し、実技申込者全
員にご連絡します。

お問い合わせ 神戸国際大学キリスト教センター

■ 募集要項
講　    師 伊藤純子（本学オルガニスト）

定　    員 各グループ3名
 （AグループとBグループ及びCグループとDグループの重複不可）
 聴講定員なし

受  講  料 実技15,000円（半期／ 3回）
 聴講1,000円（1回）、学生聴講無料

課  題  曲 礼拝音楽（締め切り期日後に、実技受講生と
相談の上決定します）

実技受講資格 礼拝で奏楽を行っている方
 キリスト教宗派教派、経験は問いません。

聴講受講資格 なし

申し込み
申し込み記入事項を記入して、申し込み締め切り期日ま
でにキリスト教センター宛お申し込みください。
締め切り期日後に実技受講生を決定し、申込者全員に
ご連絡します。

お問い合わせ 神戸国際大学キリスト教センター

神戸国際大学のオルガン「ルナ」奉献10周年にあたり、オルガンのひみつに
接近してみましょう。
オルガンの仕組みを、映像と解説によってご紹介いたします。
またオルガンのさまざまな音色をグループ分けし、音色の紹介を兼ねたミニ
コンサートをお聴きいただきます。

1. 「オルガン紹介」～さまざまな音色～
2017年1月28日（土）　15:00-17:00日　時

「聖歌と詩編の伴奏法」

2017年1月28日（土）
13:00 ～ 14:00

日　時

スコット・ショウ（立教学院教会音楽ディレクター）

お話と演奏

オルガン音楽には、地域や年代によって異なる色彩感やスタイルがあ
ります。
オルガン「ルナ」は、さまざまなスタイルに対応でき、また聖公会の
音楽に相応しいというコンセプトのもとに誕生しました。
聖公会の伝統音楽と関連が深い、英国のオルガン音楽を、解説を交
えながらお聴きいただきます。時代ごとに異なる英国の響きをお楽
しみください。
聖公会関係学校の立教学院からショウ先生をお招きいたします。

３．10周年記念スペシャルコンサート 「英国音楽の流れ」

2016年12月10日（土）
14:00 ～ 14:50

日　時

松原　晴美（桃山学院大学オルガニスト）

お話と演奏

クリスマスのために作られた歌には、不思議な力があります。
街に流れるクリスマスソングや、ヨーロッパで昔から歌われてきたクリスマ
スキャロルなど。
クリスマスに因んだオルガン曲をお聴きいただき、オルガンの伴奏に合わせ
て、参加者全員でクリスマスキャロルを歌います。
豊かに響くチャペルならではの、心温まるクリスマスのひとときをお過ごし
ください。
聖公会関係学校の桃山学院大学から、松原先生をお招きいたします。

２． 「クリスマスキャロル」

オルガン奉献10周年記念オルガンワークショップ

歌うだけの参加（聴講）も大募集します！歌うだけの参加（聴講）も大募集します！

すべて火曜日 14：00－15：30日　程

礼拝で奏楽する中での疑問点を持ち寄り、実際に奏楽曲の演奏法、聖歌の弾
き方などを工夫することを通して、より良い奏楽のための課題を見つけ、実践
に移してみましょう。
他の奏楽者の演奏を聴くことも、大きな学びとなることでしょう。

Aグループ
Bグループ
Cグループ
Dグループ

2016年5月10日、6月7日、7月5日
2016年5月24日、6月21日、7月19日
2016年10月18日、11月15日、12月13日
2016年11月1日、11月29日、2017年1月17日

教会オルガニストのためのオルガン講座

申し込み記入事項

＊以上の講座は、やむを得ない理由により日程が変更になる場合がございます。
必ず事前にキリスト教センターまでお問い合わせください。

①氏名、年齢、住所、電話番号、eメールアドレス
②所属教会（キリスト教宗派教派）、礼拝奏楽の頻度、
　礼拝奏楽の年数
③簡単な音楽歴
④受講希望曲目名

Aグループ  2016年4月  4日
Bグループ  2016年4月18日
Cグループ  2016年9月12日
Dグループ  2016年9月26日

申し込み記入事項

①氏名、年齢、住所、電話番号、eメールアドレス
②所属教会（キリスト教宗派教派）、礼拝奏楽の頻度、
　礼拝奏楽の年数
③簡単な音楽歴

実技受講
2016年12月17日
聴講受講
2017年1月20日

申し込み締め切り期日

※神戸国際大学キリスト教センターは本学学生を対象にオルガンの会・聖歌隊を随時募集しています。

チャペル（礼拝堂）

《いずれも入場無料、事前申込不要（各回先着100名まで入場可）》
就学前のお子様の入場はご遠慮下さい。

※演奏会は、やむを得ない理由により、日程が変更になる場合がございます。

　大学HP〈生涯教育講座〉をご覧ください。


