
 

  
クリスマスになると流れる♪HappyXmas  

「War is over if you want it War is over 

now」(あなたが願えば戦争は終わるよ！ )   

この曲が作られた 1971 年はまだベトナム戦争の

最中でした。ベトナム戦争は終わりましたが、今に

至るまで世界中から戦争、争いごとはなくなってい

ません。クリスマスになると聞こえてくる「Happy 

Xmas」世界中の人たちが、手をつなぎ、笑顔で歌

えたら、きっと戦争や争いごともなくなるでしょ

う。11 月 30 日、舞台 400 人に客席も加わって

ホールいっぱいにうた声が笑顔と共に広がることを

想像すると、ワクワク！！します。「♪てをつなご

う」で始まり、「♪Happy Xmas」で終わる日うた

京都祭典！ 

「あくまで平和な合唱団」の合同練習会便り   

あくまで平和な合唱団では、第 2、第 4 月曜日の通常レッス

ンでは、後半(20:00-21:00）を日うた京都の練習会にして

いますが、新たに、月１回日うた京都のレパートリー(平和

メドレー、大地讃頌、シュプレヒコール、happy Xmas）に

絞った練習会を設けました。その第１回目、8/19(月）に

は、いきしあの団員２名がそれぞれ友人を１名ずつ誘って、

又左京区静市九条の会からは男声１名、女性 3 名がが自家用

車を走らせて参加されました。 

日程 主催   時間 会場  練習内容  

9/２２日) Ⅲ合同練習会 11:30～16:40 呉竹文化会館創活室 音楽会Ⅲの全曲 

23 日(月) あくまで平和合 20:00～21:00 西陣小ホール HAPPYＸ'MAS、ｼｭﾌﾟﾚﾋｺｰﾙ、 

24 日(火) 丹後合同練習会 19:30～21:30 谷川ホール 平和メドレー、海はふるさと、わが若狭 

26 日(木) 伏見練習会 18:00～20:00 コープ桃山集会室 へいわのうた、平和メドレー、大地讃頌  

27 日(金) ひまわり練習会 19:00～20:30 西陣小ホール 平和メドレー、大地讃頌、ｼｭﾌﾟﾚ、HAPPY 

28 日(土）) すばる 19:00～20:00 東山いきいき市民活動セ 労働者の合唱 

30 日(月) あくまで平和合 18:30～20:30 西陣小ホール 平和メドレー、ｼｭﾌﾟﾚﾋｺｰﾙ、HAPPYＸ'MAS 

10/６(日) 北部のうたごえ練習会 14:00～16:00 峰山ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾙ 平和メドレー 

7 日(月) 伏見練習会 13:30～16:00 呉竹文化会館リハ室 へいわのうた、平和メドレー、大地讃頌   

１２日(土) 女性連絡会 14:00～16:00 京都アスニー 女・芭蕉布・ほらね 

１4 日(月) 9P、中右京健康の会 13:00～ 特養老人ﾎｰﾑ都和のはな 平和メドレー 

14 日(月) あくまで平和合 20:00～21:00 西陣小ホール 大地讃頌、HAPPYＸ'MAS、ｼｭﾌﾟﾚﾋｺｰﾙ、 

18 日(金) 丹後合同練習会 19:30～21:30 谷川ホール 平和メドレー 

21 日(月) あくまで平和合 18:30～20:30 西陣小ホール 平和メドレー、大地讃頌、ｼｭﾌﾟﾚ、HAPPY 

２２日(火) 全体合同 10:00～18:00 東部文化 全国合同曲全部 

26 日(土）) すばる 19:00～20:00 東山いきいき市民活動セ 労働者の合唱 

27 日(日) 丹後合同練習会 14:00～16:00 谷川ホール 平和メドレー 

28 日(月) あくまで平和合 20:00～21:00 西陣小ホール 大地讃頌、HAPPYＸ'MAS、ｼｭﾌﾟﾚﾋｺｰﾙ、 

２９日(火) ひまわり 19:00～20:30 西陣小ホール 平和メドレー、大地讃頌、ｼｭﾌﾟﾚ、HAPPY 

31(木) 伏見練習会 18:00～20:00 コープ桃山集会室 へいわのうた、平和メドレー、大地讃頌   

音楽会Ⅲの合同練習会スケジュール 

■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 

音楽会Ⅲの合同練習会スケジュール 

■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  

       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  

        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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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⑥ 

                                               発行 2019 9/１２ 音楽会Ⅲ実行委員会事務局 

9/10 現在登録者 合計 743 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  300 187 

   へいわの歌メドレー      

ふるさとの海～普天間の子守歌  300 175 

あの人と  300 172 

あなたへの約束  300 173 

第 3 部 全国合同     

E  HEIWA の鐘  150 203 

    労働者の合唱(男声)  150 129 

    芭蕉布(女声)  300 191 

F  日本国憲法第九条 

 
300 

登録

〆切 

   火に 

 
300 

登録

〆切 

G  大地讃頌、 

 
400 

登録

〆切 

    シュプレヒコール 

 
300 

登録

〆切 

★エンディング      

  HAPPYX'MAS   400 354 

 

京都府民音楽会で緊急アピール・行動

8/31、9/1 に開催された府民音楽会で、音楽会Ⅲの実

行委員を中心に、出演登録の声かけ行動を行いました。

自分の合唱発表もそこそこに、ロビー活動を 2 日間に

渡って展開しました。その結果、新しく、「平和メドレ

ー 」 に 12 人 、「 労 働 者 の 合 唱 」 に 13 人 、

「HAPPYX'MAS」に 1 人の登録がありました(拍手)。 

しかしながら、「平和ﾒﾄﾞﾚｰ」、「労働者の合唱」は

まだまだ目標数に達していないので、9 月いっぱい出

演登録を受け付けますので、さらに声かけしていきま

しょう。 

またプレ企画として、「労働者の合唱」「芭蕉布」

「HAPPYX’MAS」を演奏し出演登録を呼びかけま

した。(下の写真) 

井上美子音楽会Ⅲ実行委員長が綾部に訪問! 

9 月 7 日の綾部練習会(いらんちゃフェスタ向け 平和

メドレー)に訴え含め、参加しました。 

中丹シルクロード、綾部新婦人あぷりこっと、綾部う

たごえサークルひろばからと、丹後・谷川さん、舞

鶴・齋藤さん、井上も入れて 14 人の参加。「平和メド

レー」への登録は 4 人の方にしていただきました。 

ひろば(12,3 人)は 11/30 日 17 時にバスでかえる予

定をもう一度検討します、と。  あぷりこっと(7,8 人)

はみんなで歌ってから帰ろうねと呼びかけますと。「い

い歌を作ってくれたね！ 宇川の永井くん、よく知って

るもの！歌わなきゃ！！ 」とあぷりこっとの伊達さ

ん。この言葉にこちらも励まされました。 

◆「日本国憲法第九条」「火に」「大地讃頌」「シュプ

レヒコール」については、登録を締め切りました。

「HEIWA の鐘」は青年以外は締め切りました。 

なお、「へいわの歌メドレー」「労働者の合唱(男声)」

「芭蕉布(女性)」については 9 月いっぱい出演登録

を受け付けています。お早めにお申し込み下さい。 

(男声合唱「労働者の合唱」 指揮/山本忠生) (女声合唱「芭蕉布」 指揮/藤井幸枝) 


