
11/30＜音楽会Ⅰメインホール舞台リハ＞
9:15 全国A海はふるさと・海の軌跡 9:15
9:35 全国B群青・リフレイン 9:45
9:50 第１部部地元企画 10:15

10:15 開場 11:00

本番(舞台袖袖待機) 曲目 指揮者 服装 連絡先
11:00(10:50) 第１部京都・地元合同 須藤豊

10:56 ●１ベルで歌い手･伴奏･指揮板付
Ｍ１「てをつなごう」 安藤正彦
Ｍ２「やってみよう」 安藤正彦 090-6736-7265
Ｍ３「四季の花のうた」 齋籐きよ子
Ｍ４「地球星歌」 齋籐きよ子

11:20(11:10) 第2部　Ｍ５ゲストFeuPiMa「スカボロフェア」
M６　Singout①童謡･唱歌四季のメドレー
Ｍ７　Singout②「琵琶湖周航の歌」

Ｍ８　Singout③「ＢＥＬＩＥＶＥ」

11:43(11:33) 第3部　Ｍ９　「海はふるさと」 齋籐儀一郎 上:白シャツ･ブラウス+ブルーのタイ 廣田
Ｍ１０海の軌跡「原発下請け労働者」 山崎昭彦 (実行委員会準備) 090-8169-9381
Ｍ１１海の軌跡「いとし子よ」 山崎昭彦 下:黒パンツ/黒靴(爪先が出ない)
Ｍ１２海の軌跡「わが若狭よ」 山崎昭彦

11:58 ●本山インタビュー=歌い手入れ替わる
12:0３(11:50) Ｍ１３「群青」 本山秀毅 ｐｆ山本朋子 M10～に同じ 日野つばら

◇映像　この間に「てを」子ども客席後ろ入場待機

Ｍ１４「リフレイン」 本山秀毅 小中高生は制服 090-3354-0703

12:14 エンデイングＭ１５「てをつなごう」 安藤正彦

12:30 観客退場(ハケ時間30分)

＜音楽会Ⅱメインホール舞台リハ＞
12:40

13:00 第3部流れる水･並んで･真実～民衆
人間の歌 13:05

13:20 第１部８時間ｿﾝｸﾞ・人として
13:30 女・言ってみようやぜいたく 13:30
13:40 第２部みんないっしょねがいのびて･ほらね
14:00 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞすずめ踊り・風になりたい 14:05
14:15 客入れ 14:20

15:00 音楽会Ⅱラヴ映像上映

本番/(下手袖待機） 曲目 指揮者 服装 連絡先
14:55 ●１ベル「すずめ踊り」舞台板付/各自の位置に　　　　　　　　　　　　　　　オープニングＭ１「すずめ踊り」

15:00 オープニングM1「すずめ踊り」 なし
上:白Ｔシャツ･下:白ズボン又は白股引/
手ぬぐい

小野080-1444-3529

15:08(15:00) 　　　　　　　　Ｍ２「風になりたい」 中川智史 上:カラフルTシャツ・下:ジーンズ 中川090-9054-9681

15:13(15:00) 第１部Ｍ３「８時間ソング」 富森琢也 濱根090-5124-7594

Ｍ４「人として」 富森琢也

15:25(15:12) Ｍ５「女」 藤井幸枝
上:白衿付シャツ･下:黒パンツ・黒靴･赤
バンダナ(実行委員会準備)

藤原090-9690-0268

(15:12) Ｍ６「言ってみようやぜいたくを」 中川智史 上:カラフルＴシャツ　下:ジーンズ 中川090-9054-9681
15:35 Ｍ７　Singout①「しあわせのうた」 リード小野･松居

Ｍ８　Singout②「翼をください」

Ｍ９Singout③「世界に一つだけの花」
●１番を歌いながら仲間は入場する

15:50(15:35) Ｍ１０「みんないっしょずっといっしょ」 村田昌志 自由 西090-3466-1607
Ｍ１１「ねがいのびてゆけ」 村田昌志

16:02(15:50) Ｍ１２「ほらね、」 渡辺享則 木戸090-3721-7189
16:06 ◇青い鳥保育園争議の話し

16:10(16:00) Ｍ１３「流れる水と岩の歌」 山本恵造

Ｍ１４「並んで歩かなくても」 高田龍治

Ｍ１５「真実は沈まない～民衆の歌が聞こえるか」高田龍治

16:25(16:15) Ｍ１６「人間の歌」 山本忠生 自由

16:30 終演　観客退場(ハケ時間30分)

＜音楽会Ⅲメインホール舞台リハ＞
16:40 へいわのうた・京都平和メドレー

17:00 HEIWAの鐘･労働者の合唱・芭蕉布
17:15 ときじくのかぐの木の実 17:20
17:20 日本国憲法第九条・火に
17:30  大地讃頌･シュプレヒコール・HAPPYX'MAS 17:50
17:50 第１部へいわのうた・京都平和メドレー 18:10

18:25
18:15 客入れ 18:45

19:00

本番/(下手袖待機） 曲目 指揮者 服装 連絡先
18:55 ●１ベル歌い手・伴奏者・指揮者板付

19:00(18:50) オープニング「へいわのうた」 藤井幸枝
上:カラフル半袖Ｔシャツ･下:黒パンツ･
黒靴

阿部090-3873-8705

19:04
第１部Ｍ２オリジナル平和メドレー「ふるさとの
海には～普天間の子守歌」

赤井090-2357-8109

Ｍ３「あの人と」　
Ｍ４「あなたへの約束」

19:17(19:05)
第２部ゲスト＆Singout
Ｍ５「リムジンガン」ゲスト京都朝鮮歌舞団

(19:10) Ｍ６「星の下」ゲスト川口真由美
(19:17) Ｍ７　Singout①川口真由美と「ケサラ」 リード川口

Ｍ８　Singout②「平和のバトン」 リード佐藤大介
Ｍ９「サンモノリ」京都朝鮮歌舞団

19:45(19:32) Ｍ１０「HEIWAの鐘」 和賀達郎
上:白シャツ(ブラウス可)下:黒パンツ＋青
年１ﾎﾟｲﾝﾄ･黒靴

阿部090-3873-8705

Ｍ１１「労働者の合唱」 山本忠生
上:白シャツ(ブラウス可)下:黒パンツ＋上
に作業着等可･黒靴

本島090-2709-0787

(19:45) Ｍ１２「芭蕉布」 渡辺享則
上:襟白シャツ･下:黒パンツ＋赤い花(実
行委員会準備)黒靴

細川090-5044-3743

20:00(19:50) Ｍ１３「ときじくのかぐの木の実」 守屋博之
20:08(19:50) Ｍ１４「日本国」憲法第九条」 守屋博之

(19:50) Ｍ１５「火に」 守屋博之
20:13(20:00) Ｍ１６「大地讃頌」 浅井敬壹
20:17(20:00) Ｍ１７「シュプレヒコール」 山本恵造
20:22 Ｍ１８引継式　広島へ
20:25(20:15) Ｍ１９「HAPPYX'MAS」 松木・高田 この曲のみの人自由
20:30

伴奏者

ｐｆ長曽葉子
ｐｆ高安清香
ｐｆ高安清香

ｐｆ長曽葉子

女

＜音楽会Ⅱサウスホール音楽練習＞

第２部仲間･ほらね

すずめ踊り・風になりたい
言ってみようやぜいたくを

音楽会Ⅰ「てをつなごう」本番

＜音楽会Ⅰサウスホール音楽練習＞
第１部地元企画
全国A海はふるさと･海の軌跡
全国B群青・リフレイン
音楽会Ⅰライヴ映像上映

伴奏者

演奏：FeuPiMa
ﾘｰﾀﾞｰ若林･古谷　伴奏FeuPiMa
ﾘｰﾀﾞｰ若林･古谷　伴奏FeuPiMa

ｐｆ門万沙子

お囃子郷土部/笛、太鼓、
チャッパ

ｐｆ小林康浩Ｇ山上Ａｃ前
田

ｐｆ長曽葉子Ｇ山口･打楽器仲

ｐｆ小川Ac倉田　Ｂ久保

ｐｆ長曽葉子Ｇ山口･打楽器仲

ｐｆ三阪Ac倉田　(Ｂ久保)

ｐｆ米澤美穂

ｐｆ荒谷

ｐｆ加集希世子

ｐｆ田中香月

終演

ｐｆ石若雅弥

ｐｆ米澤美穂

音楽会Ⅲ「平和のバトン」本番

伴奏者

＜音楽会Ⅲサウスホール音楽練習＞

上:明るい色シャツ･下:黒パンツ･スカー
ト

ｐｆ加集希世子　

ｐｆ小林康浩Ｇ山上Ａｃ前
田

 大地讃頌･シュプレヒコール・HAPPYX'MAS

　　　　　　　　　客席入れ替え

ｐｆ小林康浩Ｇ山上Ａｃ前
田

ｐｆ加集希世子　Ｇ佐藤

ｐｆ橋本典子・うた草Ｇ・
Ｂ・Ac

FuePiMa（笛・ピアノ・マ
リンバ）

HEIWAの鐘･労働者の合唱・芭蕉布

ときじくのかぐの木の実
日本国憲法第九条・火に

11/30(土)音楽会ⅠⅡⅢ　舞台リハーサル・音楽練習スケジュールなど一覧

藤井090-8201-8325

姫野090-7889-2158

上:白シャツ･下:黒パンツ･黒靴
ｐｆ藤澤篤子

藤井幸枝
FuePiMa（笛・ピアノ・マ
リンバ）

上:カラフル半袖Ｔシャツ･下:黒パンツ･
黒靴

ｐｆ門万沙子

ｐｆ山下和子

ｐｆ加集希世子

ｐｆ小林康浩　Ｖｃ永野恵子

ｐｆ石若雅弥

ｐｆ門万沙子

音楽会Ⅲライヴ映像上映

全国D流れる水･並んで･真実･人間の歌

第１部８時間ソング･人として

ｐｆ三阪Ｂ久保

　上:ｶﾗﾌﾙＴｼｬﾂ

　下:自由/靴：自由但し汚れていないも
の

上:明るい色シャツ･作業着・下:黒パン
ツ･スカート

ｐｆ荒谷Ｇ澤井Ｂ久保

ﾘｰﾀﾞｰ若林･古谷　伴奏FeuPiMa

ｐｆ倉嶋智子
ｐｆ伊藤友子

　　　　　　　　　客席入れ替え

ｐｆ伊藤友子
ｐｆ伊藤友子

ｐｆ山本朋子

ｐｆ長曽葉子

音楽会Ⅱ「生きること・働くこと」本番
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