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音楽づくり その③…齋藤 きよこさん 

第３部全国合同のトップは、海シリーズ 4 曲から始

まります。 

まずは、「海は ふるさと」です。中国人の心の歌と

され、「海はお母さんのようだ」と歌っています。世

界の海はひとつ。世界の人々の相互理解と平和を願っ

て作られた歌です。ゆったりと温かく歌いたいです。 

そして、全 8 章からなる合唱組曲「海の軌跡」より、

抜粋で 3 曲(短縮バージョン)を歌います。この曲は、

日本原子力発電敦賀発電所からの放射能漏れと「事故

隠し」によって県民の不安と不信が一気に広がり、反

原発の市民運動を励ます立場から 37 年前に武生セ

ンター合唱団が創作しました。 

危険な作業の中で働く労働者の歌「原発下請労働者」

を男声で、若狭に嫁いだ母が、我が子に美しい町を手

渡したいという願いを歌う「いとし子よ」を女声で歌

います。 

そして最後に、若狭人の、我が国から原発を無くした

いという強い決意を「わが若狭よ」に込めて混声 4

部で歌います。 

日本の原発 54 基すべてが海に面し、どの地域にあっ

てもこの曲に共感するものがあると思います。 

全国の皆さん、声高らかに、ぜひ歌い交わしましょう。 

 

7/2現在登録者  

プログラム 目標数 到  達 

第１部地元・関西合同 

  てをつなごう 

  やってみよう 

       (合唱) 

       (ﾀﾞﾝｽ) 

  四季の花のうた 

  地球星歌 

 

350 

350 

 

 

250 

250 

 

149 

 

97 

 4 

152 

150 

第３部全国合同 

Ａ 海はふるさと 

〈海の軌跡より〉 

  原発下請け労働者(男声) 

  いとし子よ(女声) 

  我が若狭よ 

Ｂ 群青 

  リフレイン 

 

200 

 

80 

120 

200 

400 

400 

(内京都) 

58 (52) 

 

13 (11) 

38 (34) 

49 (44) 

148 (113) 

138 (106) 

 

 

練習会のお知らせ 

★８月１８日(日)みなみ風公開練習／京都アスニー 

 午前：ダンス曲  午後：海・群青・リフレイン 

★９月 ８日(日)合同練習会／西陣文化Ｃ小ホール 

  10:30～16:30 てを(+ﾀﾞﾝｽ)・やって・四季・地

球・海・群青・リフレイン 

★10 月 20 日(日) 時間・場所未定。地元曲中心。 

2019年京都府民音楽会「祭典企画」での演奏 

…京都子ども文化会館エンゼルハウス 

★８月３１日(土)15 時頃 てを・我が若狭よ・群青 

★９月 １日(日)13 時頃 地球  

  

 

 

京都の登録は６月 30 日現在 2４団体・１個人。実行委

員会では、様々なつながりを大切に、呼びかけを広げて

います。子ども達の参加も増えてきています。６/30

子ども 20 人・大人 15 人で練習が行われました。10

月に京都で開催される「全国学童集会」では、♪てをつ

なごう♪やってみようの歓迎演奏が準備されています。

ぜひ、まわりのサークルや団体の方に声をかけて下さ

い。願いをひとつに、舞台いっぱいに響かせましょう。

登録、お早めにお願いしまーす‼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひろがってます！…さらにさらにひろげましょう

‼ 

6/23 開催「西京みんなでつくる音楽会」でプレ企画 

～13 団体９８人で歌い、踊りました 

 
♪てをつなごう♪四季の花のうた♪群青♪へいわのうた 

～当日「群青」をきいて歌いたい！と申しで 

 

練習用ＣＤなど、お問い合わせは 

稲葉まで  09051286961 

歌い手大募集 
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/2 現在登録者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 目標数 到  達 

オープニング雀踊り(全国･京都) 

     風になりたい(関西青年) 

第１部地元・関西を中心に 

  ８時間ソング 

  人として 

  全国合同 Ｃ 

  女 （女声） 

  言ってみようやぜいたくを 

                  (青年) 

 ８０ 

120 

 

250 

250 

 

400 

200 

 22 

12 

 

90 

95 

 

91  (44) 

11  (11) 

第２部 

 (障がいのある仲間と共に) 

みんないっしょずっといっしょ 

ねがいのびてゆけ 

全国合同 Ｃ 

  ほらね、(混声) 

全国合同 Ｄ 

  流れる水と岩の歌 

    並んで歩かなくても 

    真実は沈まない～民衆の歌 

 <エンデイング>人間の歌 

 

 

 

150 

150 

 

300 

 

350 

350 

350 

400 

 

(内京都) 

 

1 

6 

 

61  (35) 

 

101 (58) 

123 (58) 

123 (58) 

155 (86) 

♪練習会 

7/12(金)19:30～21:00 洛北公開 

       <洛北事務所> 

   ８時間･人と･真実～民衆･人間の歌 

7/13(土)18:00～20:00 音楽会Ⅱ 練習会 

       <西陣文化Ｃ> 

   ８時間･人と･流れる水岩 

7/15(祝･月)15:00～16:00 青年公開 

   <洛北事務所> ほらね、 

     16:00 以降は青年練習会 

7/17(水) 19:30～21:00 洛北公開 

       <洛北事務所> 

   ８時間･人と･流れる水岩･並んで歩か 

8/18(日)13:00～17:00 音楽会Ⅱ合同練習会 

    <東部文化会館創活室> 

      ８時間･人と･真実～民衆･ほらね、人間 

   風になりたい･言ってみようぜいたく 

8/21(水) 19:30～21:00 洛北公開 

       <洛北事務所> 

   ８時間･人と･流れる水岩･並んで歩か 

京都府民音楽会 

 8/31(土)「風になりたい」「女」「真実～民衆」 

9/1(日)人間の歌 

 

 

 

 

 

青年も熱いっ !! 新しい歌い手迎える！ 

月１回の定例で練習している京都青年のうたごえ「輪来」 

練習回数を大幅に増やし意気込んでいます！というのも

日うた京都の前の８月に全国の青年祭典も京都で行われ

ます。音楽会では全国合同で歌う曲もあり本祭典とリン

クできるよう工夫しています。練習会にはメンバーの職

場のつながりもあり、たかつかさ保育園から 2 人の新た

な歌い手さんが参加してくれています。以前ひまわり合

唱団の“フレンズ”でも参加してくれていた 2 人はすぐ

に打ち解けて、我々も新しい仲間と歌える喜びでテンシ

ョン上がり楽しい時間でした！創作曲の言ってみようや

～を初めて歌ってみた感想を聞くと「サビもかっこいい

し、めっちゃ感動しました～」とうれしい声が。この熱

気のままさらに歌う仲間も増やして祭典成功を目指しま

す！！ 

◇地域祭典の特別企画より 

下南地域祭典の宇城さんより寄稿 

6/22(土)に下南うたごえ祭りが開催され、

歌声喫茶アークデュー伴奏者と 20 人で「8

時間ソング」「人として」「人間の歌」を歌

い一緒に歌いましょうと訴えました。会場

からも歌声が聞こえ、声かけしていけば歌

って頂けると思いました。 

洛北青年合唱団が中心に広げている雀踊り

は各地で好評!出演依頼の声があちこちかか

っています！ 
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7/2 現在登録者  

プログラム 目標数 到達 

第 1 部 地元・関西合同     

へいわのうた 300 87 

   へいわの歌メドレー     

ふるさとの海～普天間の子守歌 300 85 

あの人と 300 84 

あなたへの約束 300 84 

第 3 部 全国合同   (内京都) 

E  HEIWA の鐘 150 83  (42) 

    労働者の合唱(男声) 150 33    (7) 

    芭蕉布(女声) 300 84    (49) 

F  日本国憲法第九条 300 170  (61) 

   火に 300 165  (59) 

G  大地讃頌、 450 256 (109) 

    シュプレヒコール 300 233 (94) 

★エンディング     

  HAPPYX'MAS  400 238  (102) 

 

歌い手の登録 7 月 8 月 旺盛に!! 

歌い手の登録が全国に比べて、京都が遅れ

ています。いきしあのメンバーが中心になっ

て、オリーブ、嵯峨コーラス、島津混声合唱

団、合唱団すばるへ歌い手のお誘いに訪問活

動をしました。 

地域のサークル、合唱団への登録依頼を積極

的にすすめると共に、自分の合唱団の演奏会

に来てくれたお友達に、今度は歌い手として

練習会に誘ってみましょう。 

 7/20 の中右京祭典では、祭典企画として

音楽会Ⅲの平和のうたメドレーを歌います。

6/30 の練習会には 30 人が参加、たかつか

つ保育園をお借りして 1 時間 30 分、藤井さ

ん指導で練習しました。 

 

 

「大地讃頌」について  

2018 年 9 月に「群青」が作られた小高の隣町・浪江で作曲

者佐藤眞氏の指揮により「土の歌」全曲ｺﾝｻｰﾄが行われました。

「大地讃頌」（「土の歌」最終楽章）は、詩人大木惇夫により原

発事故の被災地浪江で着想されたもの。阿武隈の山並みを遥か

にのぞみ瀬をはやむ高瀬川を間近に眺めながら過ごした 1年半

が「土の歌」を着想させたといわれています。作詞者の大木惇

夫は広島県で生まれ、東京で活動していましたが、1944 年 12

月より 1年半を創作と病気療養を兼ねて浪江町大堀に暮らしま

した。その時、広島への原爆投下を知り第 3 楽章の「死の灰」

を書き、その中で『文明の不安よ 科学の恥辱よ 人知の愚か

さよ』と述べています。 

2011 年 3 月 11 日に「大地讃頌」を着想させた浪江が放射能

の被害を受けました。私達は反戦と共に”人間と核は共存できな

い”ことを深く心に刻み、戦争と核のない平和な社会を目指して

いこうという願いを込めて「大地讃頌」を歌い続けなければな

りません。 

【ひまわり山口芳枝さんからの投稿抜粋】 

今後の練習会計画 

■7/27(土) Ⅲ合同練習会 (参加費 500 円) 

 右京ふれあい会館創造活動室 

 18:15～  発声練習 

18:45～ 19:20  シュプレヒコール 

19:25～ 20:00  労働者の合唱 

20:05～ 20:40  Happy Xmas 

20:40～ 21:15  HEIWA の鐘   

◇7/8(月) あくまで平和公開 

  20:00～20:50 西陣小ホール 

  平和ﾒﾄﾞﾚｰ、HAPPYX’MAS 

◇7/21(日) 合唱団おとくに公開  

  15:00～16:30  向日市医誠会 

  平和ﾒﾄﾞﾚｰ、 火に、憲法九条 

◇7/22(月) あくまで平和公開 

  20:00～20:50 西陣小ホール 

  平和ﾒﾄﾞﾚｰ、HAPPYX’MAS 

◇8/10 女性連絡会練習会 

14:00～16:00 府庁福利厚生 

芭蕉布(女、ほらね) 

◇8/11(日) 合唱団おとくに公開 

  15:00～16:30  向日市医誠会(予定) 

  平和ﾒﾄﾞﾚｰ、 シュプレヒ、

HAPPYX’MAS 

 

 

11/30「全国うたごえ喫茶大交流会」 ロームシアター地下ノースホール 
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 本チラシ完成 祭典 HP からダウンロードできます 各地で印刷 どんどん活用してください 

チケットも出来ています 実行委員まで言ってください。又はエントリー団体がもっています。 

金券ではありませんが 番号管理します。（早めにお求め頂きたいですが、チケットなくさないでね。） 

ホームページで各団体のプロフィール見られます どんどん見てね！ 

 

6.29 前から評判聞いていた 東北の交流会 「大うたう

会」 へお願い方々参加しました。歌もしゃべりも志も一流 

なんせ凄かった! そしてみな踊りに踊りまくり･･･古希をと

うに過ぎているなんて信じられない！皆さんのダンス。 

 うたごえ喫茶は若さを保つ秘訣？？？ 

 

 

 

 

●パフォーマンス広場 出演者受付中です。<10 分間￥１０００!!>  

歌・ダンス・小編成・太鼓・民舞・うたう会・つながり遊びなんでもＯＫ!! 

申込書はＨＰにあります。 

             確定プログラム 

11：25   開会あいさつ 

11：30－ 『子どもを守る』うたう会“ポッポ”    京都 

12：23－ 歌声喫茶「ピープルズ」          大阪 

 13：16 休憩 ５分 

13：21－ 立命館大学「若者」OB 合唱団 うたうオアシス  

近畿他 

14：14－ グリーンエコーうたごえ会                  神戸 

15：17－ 秋田合唱団と東北の仲間たち         東北 

  16：00 休憩 ５分 

16：05－ 『街のうたごえ喫茶』茨城                  茨城 

16：58－ うたごえライブハウス ゴリ         千葉  

17：５１－堺町うたごえ広場 山上茂典と仲間たち        広島 

18：44－ うたごえ喫茶の店 珈琲ラウンジ あかとんぼ  神戸 

19：37－ くにたちうた OH 会/うたごえ喫茶さんたま屋Ⅱ  東京 

20：３０ 終了  

 

 

11/30「全国うたごえ喫茶大交流会」 ロームシアター地下ノースホール 

  東北からの参加 正式決定 ！ １０団体参加 出演時間も確定 

 東北のうたごえ交流会がひらかれ、秋田中心に東北の皆さんの合同での参加が決まりました 

 これで全団体の参加 出演順も確定 準備加速していきます 


