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コンサート情報

お申し込みは
京都音楽センターへ
TEL.075-822-3437

ケロポンズファミリーコンサート
日 時：2020 年１２月２６日（土）１３：３０開演（開場は 13:00）予定
会 場：京都府立府民ホール・アルティ（京都市営地下鉄「今出川駅」下車徒歩５分）
入場料：３，６００円（全席指定・当日４，１００円）
出 演：ケロポンズ（増田裕子・平田明子）
主催・問い合わせ：京都音楽センター (075-822-3437)
※恒例のファミリーコンサート。今年は土曜日の午後に開催。
ケロポンズの楽しいコンサートにみなさんでお越しください。
一般発売は 10 月の予定です。今からスケジュールに入れてくださいね。

京都音楽センター ・ 2020 夏の実技講習会
７月２５日 （土）
10:30-16:00

講習会 No. ⑤ あんちゃんのうたあそびゲームあそび

７月２７日 （月）
10:30-16:00

講習会 No. ⑨宮迫葵の 「エイサー講習会」

７月２９日 （水）
10:30-16:00

講習会 No. ③ ながそようこ 「手話ソング」 講習会

７月３０日 （木）
10:30-16:00

講習会 No. ⑩ 町田浩志の 「まっちゃんカレッジ」
うた ・ ダンス ・ あそび…まっちゃんの安心の世界へお越しください。

８月 ３日 （月）
9:50-12:20
13:30-16:30

運動会向け 「ダンス講習会」
講習会 No. ⑦ 演目検討中 ・ 決定次第お知らせします！
おなじみ 「ロック」 で踊るソーラン節！
講習会 No. ⑧ キッズソーラン

８月１２日 （水）
10:00-12:30

講習会 No. ① ケロポンズ ・ あそびうたレクチャー
毎年大好評。 コンサート形式で行いますので気軽に参加できます。

８月１２日 （水）
14:00-16:00

講習会 No. ② 新沢としひこの、 世界中のこどもたちがレクチャー
新沢としひこワールドに浸れる講習会。 コンサート形式で行います。

８月１７日 （月）
10:30-16:00

講習会 No. ④ ながそようこ 「教室ですぐに使える」 講習会
ピアノが弾けなくても大丈夫！ すぐに使える歌を楽しく覚えましょう。

８月１９日 （水）
10:30-16:00

講習会 No. ⑥ あんちゃんのうたあそびゲームあそび講習会

1 日で 30 を超える遊びや歌を伝授。 すぐできる遊びと歌の数々です。
運動会で大人気のエイサーを丁寧に教えます。 初心者でも大丈夫。 基本から学びます。
手話ソングブック 「きみとぼくのラララ」 をテキストに歌いながら手話を学びます。

⑤と同じ内容です。

参加費＝①②は 4000 円／③④⑤⑥⑨⑩は 7000 円
⑦⑧は各 4000 円（⑦⑧通し受講は 7000 円）

会場＝①②は京都府民ホールアルティ
③～⑨はアスニー山科 ・ サークル活動室
⑩は右京ふれあい文化会館 ・ 創造活動室

※パンフレットご希望の方はご連絡ください。5 月以降になりますが郵送させていただきます。
また、5 月には京都音楽センターのホームページでも紹介していきますので是非ご覧ください。

京都音楽センターでは、 講師の派遣もおこなっています
保育園や幼稚園の職場研修会の講師を探している。 子育て支援の取り組みを盛り上げてく
れる指導者を探している。 …そんな時、 状況に応じた経験豊富な講師をご紹介します。
また、 周年行事でケロポンズ （他のタレントさんでも OK） を呼びたい時なども、 お気軽に
お問い合わせください。 音響 ・ 照明 ・ 進行のアドバイスなど、 あらゆるご相談に応じさせて
いただきます。
【問い合わせ＝ 075-822-3437 ・ info@wawawa.ne.jp】

われ、結局お手伝いするこ
とに 苦
( 笑）。
転換の打ち合わせをする
のに、進行表を見せてもら
うと、私があいさつする時
間はどこにもなく、裏方確
定。結局、スーツ姿で転換
をやることになりました。
実は、この日挨拶をしな
ければならないと思ってい
たので、移動の新幹線の中
でエッセイを読み直したの
です。
とても読みやすく、太田
真季さんがどんな思いで歌
を歌い広めてきたのか。指
導者として、たくさんの人
が音楽を楽しめるようにど
んな努力をしてきたのか。
そして、自分自身にいかに
厳しい課題を課して努力し
てきたか…。
読みながら頭が下がる思
いでした。そして、この心
を引き継いでいかなければ
と思いました。
さて、世界的なコロナウ
イルスの流行でイベントの
自粛による中止や延期が相
次いでいます。私たちの周

り も 例 外 で は あ り ま せ ん。
ＰＡマンの現場も３月だけ
で 本の仕事がキャンセル
になりました。ウイルスの
拡散を押さえるためには仕
方ないと思いながらも、こ
れだけ仕事がなくなると大
変な事態です。
裏方はもちろん、演奏者
も次々に入ってくるキャン
セルの連絡に頭を抱えてい
ます。当然、主催者も苦渋
の決断を迫られ、苦しんで
おられることと思います。
安倍首相が、全国一斉の
学校休校の要請を出してか
らイベントの中止に拍車が
かかった気がします。そし
て、イベントを中止しない
ことが悪いと感じる空気が
作られている気がします。
本来は、それぞれの状況
や内容に応じて判断してい
くことが大切だと思うので
すが…。
政府がここまで踏み込ん
だ 方 針 を 出 し た の だ か ら、
私たちが奪われた仕事の補
償も政治の力でやって欲し
いものです。
（Ｙ・Ｔ）

川口真由美さんをニューヨークに送るために、 約

カンパのお願い !!

ご協力いただける方は、 下記郵便振替口座にお振込みください。

郵便振替口座 01000-3-23000
加入者名 株式会社京都音楽センター
通信欄に「川口真由美 NY カンパ」とご記入ください。

(148)
太田真季さんの「「わた
しは今日も歌う」（ＣＤ２
枚付きエッセイ）発売記念
の集いに参加するため東京
まで出かけました。
事前の話では私も挨拶を
することになっていたので
スーツ姿で会場へ。お昼に
会場に着けば良いと言われ
ていたので 時半に会場に
行くと、まだリハーサル中
でした。友人のＭさんが音
響担当で調整室にいたので
そちらに顔を出して雑談し
ていると、「リハを進める
うちに使う機材が増えて、
本番中に転換も必要になっ
てきた。」「本番は転換やら
されるのと違う？」と言わ
れました。
そんなはずないと思いつ
つリハーサルが終わったこ
ろにステージに行くと、「転
換手伝ってくれる？」と言
12
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川口真由美さんをニューヨークに送ろう

2020 年 4 月 23 日～ 29 日の日程でアメリカのニューヨークで 「ＮＰ
Ｔ （核不拡散条約） 再検討会議」 が開かれます。 世界各地から平和
を願う人々が、 NPT 再検討会議成功と 「核兵器廃絶」 に向けた前進
をかちとるため、 ニューヨークに集まります。
この会議に合わせて 「川口真由美」 さんをニューヨークに送りたいと
思います。 川口真由美さんの歌が、世界の平和を願う人々の心に届き、
励ますことは間違いありません。 また、 ニューヨークでの経験が、 今
後の川口真由美さんの歌や行動に力を与えてくれるでしょう。

５０万円が必要です。 川口真由美さんをニューヨークに送るためのカンパにご協力ください。

ホームページからの５０００円以上の注文は、送料がサービスです。是非ご利用ください。

京都音楽センター
出版案内

ご注文は、お電話（Tel.075-822-3437・Fax075-822-3439）かお葉書で、
ホームページ（http://www.wawawa.ne.jp）には他の商品も紹介しています。
お振り込みは郵便振替 [01000-3-23000・京都音楽センター］へ

ＮＰＴ反核・平和歌集 2020

WeShallOvercome

資料付き歌集
本体 455 円 + 税

【収録曲】 We Shall Overcome ／この胸の奥深く／花はどこへ行った／青い
地球を／折り鶴／ヒロシマ／一本の鉛筆／死んだ女の子／真実は沈まない
／ヒロシマの有る国で／子どもの大空／約束のうた／一人から一人へ／原
爆を許すまじ／長崎の鐘／歩いて行こう／戦争はもういやだ／青い空は／
翼をください／私の子どもたちへ／ケサラ／ BELIEVE ／ HEIWA の鐘／タ
ンポポ／ひとりの手／民衆の歌

ＮＰＴ再検討会議の期間（4/23-29）にＮＹで歌う２人のＣＤ

川口真由美

～沖縄平和を歌うⅢ～

このクニ
この
クニに生きて
に生きて
CD 本体 2,727 円＋税

【収録曲】 人は花より美しい / 大切な熱意 / この胸の奥深く -We Shall
Overcome-/ このクニに生きて / 友愛の風 / 私はここに立つ / もう一度
/ 沖縄よどこへゆく / ペンペン草 / 君は。 /Peace!/ 歌が救う

大熊啓プロデュースＣＤ

子どもの大空 -singing for our livesCD 本体 2,315 円＋税

【収録曲】 おひさま - Oh The Sun Here -/ 約束のうた / おまわりさんの
しごと / 見上げた空から / ポートラジウム物語 / 雲に人間を殺させるな
/ 花は咲けども / 子どもの大空 / 歩いて行こう / 冗談じゃない税 / これ
が自由というものか / いのちをうたおう -singing for our lives-

【被爆 75 年記念作品】うたごえ作曲家によるオムニバス創作曲集

風の音符たち
【収録曲】
1. いちばん星［メロディーコード譜］
2. - 被爆７５年 核廃絶へ今 -  No Nukes 手をつなごう［混声四部合唱譜］
3. もしあなたがここにいれば  - 折り鶴からのメッセージ -［二部合唱譜］
4. 生存の叫び［メロディーコード譜］
5. いつか世界は［四部合唱譜］
6. たいせつなこと［二部合唱譜］
歌集本体 909 円＋税

日本のうたごえ全国協議会の委嘱の被爆 75 周年記念作品として、６人のうたごえ作
曲家（斉藤清巳、園田鉄美、高畠賢、たかだりゅうじ、藤村記一郎、安広真理）によ
るオムニバス創作曲（合唱楽譜）集です。
全６曲掲載、作曲者による曲解説・メッセージを掲載しています。

