
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019年 日本のうたごえ祭典･京都 『手をつなごう～未来(あした)へ～』 

音楽会Ⅲ「平和のバトン」ニュース⑤ 

                                                           発行 2019 8/8 音楽会事務局 
 

8/7 現在登録者 京都 227人＋全国 273人=合計 500人 

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 300 145 

へいわの歌メドレー     

ふるさとの海～普天間の子守歌 300 141 

あの人と 300 139 

あなたへの約束 300 139 

第 3 部 全国合同    (内京都) 

E  HEIWA の鐘 150 137(57) 

    労働者の合唱(男声) 150 75(25) 

    芭蕉布(女声) 300 123(83) 

F  日本国憲法第九条 300 197(66) 

   火に 300 188(62) 

G  大地讃頌、 400 356(147) 

    シュプレヒコール 300 304(128) 

★エンディング     

  HAPPYX'MAS  400 306(123) 

 

 

合同練習会に誘い合って参加を!! 

 「合唱団の公開練習」は、今後は「合唱団主催の合同練習

会」と改めます。合同練習会をあらゆる場所で旺盛に展開し

ていき、音楽作りをすすめて行きましょう。 

◆7/8のあくまで平和合唱団主催の合同練習には、約 30人

で「シュプレヒコール」「HAPPY X’MAS」を練習。 

◆7/20 中右京祭典のプレ企画として、「ふるさとの海には

～普天間の子守歌」「あの人と」「あなたへの約束」を 40人

で演奏しました。 

◆7/21合唱団おとくに主催の合同練習会には、いきしあ、

かえるｺｰﾗｽ、オリーブの木、ホタル合唱団から 14人の参加

で計 30人で、平和メドレー３曲、「火に」「憲法第九条」を

練習しました。 

◆7/27の実行委員会主催の合同練習会には、いきしあ、ア

ンダンテ、あくま、かえる、合唱隊桂、ひまわり、伏見友の

会、若者OB、すばる、山科、おとくに等々から６６人の参

加で、全国合同曲「シュプレヒコール」「労働者の合唱」

「HAPPY X’MAS」「HEIWAの鐘」の各曲を本番指揮者

の指導で練習しました。 

(7/27 右京ふれあい文化会館での合同練習会) 

♪あなたへの約束 I Love Kempo  

【♪あなたへの約束 を創った場所に私もいた。

この歌は憲法讃歌だが、間違いなく、憲法を背

にスックと立つあなたと(周りに沢山いる)あな

たたちへのラブソングだ。 

幾多の歴史の繋がり、連なりの中で生まれ、

今、この場所に立つ私とあなた。この世界の矛

盾は大きすぎて時に押し潰されそうになるが、

振り向けば必ずあなたが側に居てくれる、その

ことがひるみそうになる私を支え、背中を押し

てくれるのだ。「昨日と違う明日」を造るため

に、あなたと一緒に私はこれからも歩きたい！  

たくさんいるあなた・あなたたちと共に！ 

I Love ○○ 

創り手の一人である私は、そう思いながら、こ

の歌を創っていました。】 

(井上美子) 

 

 

(パート CD(1 枚 200 円)もあります) 



 
音楽会Ⅲ実行委員会主催の合同練習会 

■９/２２(日) 午前～午後 呉竹文化センター創活室 

     10:00～11:30 合唱団おとくに の練習 

     11:30～12:30 火に・日本国憲法第九条 （藤井・盛永） 

     12:30～13:30 休憩 

     13:30～14:10 Ⅰ部メドレー （藤井・橋本） 

     14:10～14:50  Ｈappy Xmas （松木・橋本） 

     14:50～15:00  休憩 

     15:00～15:50  ＨＥＩＷＡの鐘  労働者の合唱  

１5:50～16:40 シュプレヒコール・大地讃頌 （藤井・米澤）  

■10/22(火・祝) 午前～午後 東部文化会館 

       13:00～14:15   HEIWA の鐘 労働者の合唱 

       15:45～      Ⅲ第一部伴奏合わせ 

       16:15～18:30  日本国憲法第九条、火に 

                 大地讃頌、シュプレヒコール 

■11/2(土) 午前～午後 大津市民会館 

                音楽会Ⅰ,Ⅱ、Ⅲ全体の通し練習 

       10:15～12:30  Ⅰ通し+返し 

       13:20～16:00   Ⅲ通し+返し 

       16:20～19:20   Ⅱ通し+返し 

                  

♪歌い手を広げています!!  

京都のうたごえで生まれた平和の曲メドレー、

この私たちの宝物を一人でも多くの人と一緒に

歌いたいと、合唱団いきしあの実行委員はいろ

いろな機会に出会った人に声をかけています。 

 地元の地域祭典に参加する団体にはほぼ全部

声をかけました。いくつかのサークルの練習日

に訪問したり、チラシはいつもカバンに入れ、地

域の集会でうたごえをしている人を見かけた

ら、チャンスとばかりに走り寄っていったり、歌

の好きな友達に会えば、日うたでの大合唱の魅

力を語ったりといろいろです。こうした中で「声

をかけてくれてありがとう」と初参加のサーク

ルや「よくわかったわ。サークルで検討するわ」

「歌い手にはなれないけど、聞き手になるわ」と

全団員がチケットを買ってくれたりと、うれし

い出来事もありました。こうして歌い手が広が

ってきています。まだまだ頑張ります！日うた

の舞台で平和の願いを届けます♪ 

合唱団いきしあ  赤井久美子 

 

8 月～音楽会練習日程《音楽会Ⅲ》 

  主催 時間 会場 曲名 

８月         

４日 丹後合同練習会 14～16 谷川ホール(峰山福祉Ｃ前) ふる海･あの人･あなた約束 海はふるさと･わが若狭 

９金 ひまわり 19:00～20:30 みつばち保北園舎 大地･シュプレヒ･HAPPYＸ 

10 土 女性連絡会 14～16 府庁福利厚生（予定） 芭蕉布（女・ほらね） 

11 日 おとくに 14:30～16:30 医誠会 平和メドレー、ｼｭﾌﾟﾚﾋｺｰﾙ、HAPPYＸ'MAS、火に、憲法９条 

19 月 丹後合同練習会 19:30～21:30 谷川ホール(峰山福祉Ｃ前) ふる海･あの人･あなた約束 海はふるさと･わが若狭 

19 月 あくまで平和合唱団 18:30～20:30 西陣文化ｾﾝﾀｰ小ﾎｰﾙ 平和メドレー・HAPPYX'MAS 中心に 

22 木 伏うた連絡 13:00～15:00 コープ桃山 平和メドレー他 

24 土 いきしあ 15:30～17:00 京都アスニー シュプレヒ･大地･HAPPY 

27 火 丹後合同練習会 19:30～21:30 谷川ホール(峰山福祉Ｃ前) ふる海･あの人･あなた約束 海はふるさと･わが若狭 

29 木 伏うた連絡 18:00～20:00 コープ桃山 平和メドレー他 

３１土 府民音楽会 17:10 頃 京都子ども文化会館 労働者の合唱 芭蕉布 

９月         

１日 府民音楽会 13 時頃 京都子ども文化会館 HAPPYX'MAS 

5 木 丹後合同練習会 19:30～21:30 谷川ホール(峰山福祉Ｃ前) ふる海･あの人･あなた約束 海はふるさと･わが若狭 

14 土 女性連絡会 14～16 京都アスニー 女・芭蕉布・ほらね 

15 日 丹後合同練習会 14～16 谷川ホール(峰山福祉Ｃ前) ふる海･あの人･あなた約束 海はふるさと･わが若狭 

15 日 おとくに 15:00～16:30 未定 平和メドレー、ｼｭﾌﾟﾚﾋｺｰﾙ、HAPPYＸ'MAS、火に、憲法９条 

２２日 合同練習会 午前・午後 呉竹文化会館創活室 Ⅲ全曲 

 


