
 

「なぜ    

 

反 

  
 

 昴の合唱活動再開をめざして！ 

9月 12日運営委員会を開催しました！ 
 

□昴団員・関係者の皆様へ 運営委員会報告事項 
昨日、9 月 12 日（日）13：00 から臨時の運営委員会が開催され、11 名がねむかホールに参集、3 名がリモ

ートで参加、1名が欠席でした。 

 今後の活動やうたごえ祭典への参加、コンサートの実施について 2時間半議論いたしました。 

緊急事態宣言が 9 月末まで延長され、大阪においても感染のピークを越えて下がり始めているものの、なか

なか見通しが付けられない中での難しい議論でした。 

 

➀ レッスンについて 

  緊急事態宣言が解除されて、大阪府の病床使用率が５０％を下回るようになれば再開しようということ

になりました。 

  9月下旬に状況を見極める判断を改めて行うこととしました。 

 

② 団内コンサートについて 

  レッスンが定着し落ち着いた段階で実施しようということになりました。 

  拙速に開催を求めることは致しません。 

 

③ 昴総会について 

  今年度の総会が延び延びになっていますが、 

   今のところ 10月 23日（土）9：30～12：30 天王寺区民センター会議室で 

   行うこととしました。 

 

④ 第 13回コンサートについて 

  現在 1月 22日に予定しているコンサートは、4月 23日（土）豊中文芸センターに変更します。 

  10月からレッスンできれば 1 月に実施しようとの考えでしたが、チケット販売等も含めて余裕がなさす

ぎるということで変更としました。 

 

◎ 日うたでの合唱発表会の取扱いについては、推薦されれば、今のところ総勢 20名で参加することになっ

ています。 

 

会議の冒頭に、団長から、 

  「激動に時代、日うたや昴コンサートの課題をコロナに負けずやりぬこう」と、 

会議の最後に、副団長から、 

  「コロナの厳しい状況だが歌いたい要求を大切にして、家でも積極的に声出しをするなど日々努力しよ

う」との発言がありました。 

以上報告いたします。      2021年 9月 13 日  山本(宏) 

 

 

 

 

 

 男声合唱団 
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皆様 
本日（9月 12日）、運営委員会が開催されました。 

その中で、12月の「うたごえ祭典 inひろしま」での行動について、皆さんの意向を確認する必

要があります。 

 正式な昴の祭典への参加は、9月 23 日の大阪うたごえ協議会の選考によって決まりますが、 

推薦された場合の対応として準備が必要ですので、ご協力ください。 

ファイルを添付しますので、返信をお願いします。 

意向の表明メールでも構いません。 

よろしくお願いします。9月 25日までにご返事ください。（山本） 

 

宿泊(3日・4日) カプセル広島ニュージャパン ０８２－２４３－０２２７ ３９６０円 市電銀山町 （   ）      
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(既報) 

 

大阪のうたごえ合唱発表会（LIC はびきの）等の中止！ 

広島祭典参加と合唱発表会推薦団体の選出会議等について 

大阪うたごえ協議会が決定・連絡      ８月１９日 
 

大阪の合唱発表会および全国への推薦方法について 
2021 年 8 月 19 日 

大阪のうたごえ協議会 常任委員会 

１，9 月 12日、23 日の大阪の合唱発表会は両日共中止とします。 

 理由 

・緊急事態宣言の発出が 9 月 12 日まで延長されたこと。感染終息の目処が立っていない。 

・昨今のコロナウィルス感染拡大に伴い、人流を 50％減らすのが望ましいとされること。 

・多くの団体が参加する合唱発表会は、クラッシックコンサートと違い感染対策に工夫を凝らしても、感染リ

スクが高いこと。 

・練習を休止せざるを得ない団体が多く、コンクール形式で推薦を行うのは不公平が生じること。 

・今回の緊急事態宣言下に会館が開いていることに対する明確なエビデンスがないこと。 

・講評委員、要員（常任委員の拘束時間が長く、不安を感じさせていること。 

 

★22 日の出演団体打ち合わせ会議は中止します。 

 

２，大阪の合唱発表会は中止になりましたが、うたごえ運動の前進のために、みなさんで広島祭典を成功させましょ

う。 

 

３，推薦団体の決め方は以下の通りにします。 

①創作曲について 

・審査員による楽譜審査を行う。 

・楽譜を 7 部音楽センターまで提出のこと。8 月 28 日必着。 

・審査員に支払う費用は、創作に出演する予定だったのべ人数で頭割りして集金する。 

 

②一般のＡ、Ｂ、女性、職場、小編成、交流について 

◎一般のＡ、Ｂ、女性、職場、小編成については過去 3 年間の得点の平均を参考にしながら、広島祭典に参加

する意思のある団体の話し合いによって決める。 

◎交流については、広島祭典に参加する意思のある団体の話し合いによって決める。 

推薦団体数は以下の通り 

・一般の部Ａ、3 団体 ・一般の部Ｂ、4 団体 ・女性、4 団体 ・職場、3 団体 

・小編成、2 団体 

・交流、5 団体 

 但し、いずれの場合も広島の会場の入場制限等により、全国協議会から推薦団体を減らす旨の通達があるこ

とが想定されるため、推薦には順番をつけておく。 

 上記２のうたごえ運動を前進させる観点から、広島祭典の音楽会（ピースウエーブコンサート、コンサート・

ヒロシマ１，コンサート・ヒロシマ２）のいずれかに歌って参加あるいは聴いて参加できる団体を推薦するも

のとする。 

 推薦された団体は極力「うたごえ新聞」の読者を 1 人以上拡大しましょう。 

 

 

４，推薦団体を決める話し合いは 9 月 23 日（木・祝）に行います。 

①それまでにそれぞれの団体で広島祭典に参加の意思を各団体で確認しておく。 

参加の意思のある団体から 1 名話し合いに参加する。 
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②会場は、緊急事態宣言が解除されていれば、東成区民センター大ホール 

緊急事態宣言が延長されていれば、音楽センター２階で時間を区分ごとに設定して行う。 

詳細は追って連絡します。 

 

□うたごえ祭典 in ひろしま」への参加に関するアンケートを求めました。8/27 (金) 

昴団員の皆さん  
新型コロナ感染者の増加が続き、ピークが見通せない状況が続きますが、皆さんお元気ですか。 

うたごえ祭典 in ひろしま（12/3～5）への参加に関してですが、大阪合発が中止になったので、参加団

体を協議により決めることになっています。 

昴の属する「一般 B」は、6 団体がエントリーされており、そのうち 4 団体が広島に行くことができる

ということです。 

 大うた協では、過去 3 年間の成績の平均点を参考に団体を選ぼうとしているそうなのですが、そうな

ると昴が選ばれる可能性が高いということです。 

 更に大うた協では、仮に推薦されてもコロナの状況から参加を見合わすという団体は、事前に申し出

ることを求めています。 

 団長からもこのことに関して、皆さんの意見を求めるようにとの指示がありました。 

そこで皆さんのご意見を求めます。 

  

➀ コロナの状況を鑑み、広島への参加は自粛する。 

② 推薦されれば、広島祭典に参加する。 

「ご意見    」 

 出来る限り、8 月 31 日までに、必ず山本までご回答ください。 
 

□ 結果、現在の団員(最大実働人数 33 名)の方々から、回答をいただき、既に団員のみなさんへは詳細な

意見を表にまとめてメールでお知らせしました。 

2021 年 9 月 1 日現在で、参加希望 14 名、不参加または自粛すべき 12 名、未回答 5 名、条件付き参加 2

名でしたが、その後「参加希望：4 名」の電話回答があり、結果、参加希望 18 名＋条件付き参加 2 名、

不参加または自粛すべき 12 名、となり、32 名の団員から回答をいただきました。この結果を受けて、立

川事務局長より、大阪うたごえ協議会へ、「推薦されれば、広島祭典に参加する」で回答しました。 

 

 

 

（投稿） 

私の心に刺さった詩を紹介します  寺脇伸育   2021.8.29． 

吉川 様 いつも昴ニュースの編集ご苦労様です。 

私のワクチン接種は終わりましたが、大阪のコロナ感染は減少の気配が見られず、練習を自粛せざるを得ない

状況が続いており、うんざりしています。 

さて、私が参加している「HSC うたごえの会」（阪神シニアカレッジのクラブ、OB も参加 OK）を指導して

もらっている先生から時々送られてくる「瓦版」に心に残る詩の紹介がありましたので、皆さんに読んでもら

えればと思い、添付ファイルで送ります。 

私は、常々、文明の進展が今のような形で進めば地球上のすべての生き物の存亡にかかわる重大な結末に招く

のではないかと思っています。 
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地球環境問題はその最たるものだと思っています。人間の力ではどうしようもない自然の摂理に対しては共生

の思想を基本に文明というものを考えなければならないと思っています。そういう意味で、今回紹介する詩「コ

ロナウイルスから人類のみなさんへの手紙」が皆さんの心に響けばと思います。 

お任せしますので、何らかの形で団の皆さんに紹介いただければと思います。よろしくお願いします。 

Coronavirus Letter to Humanity V ivienne Rodriguez Reich A pril 6 / 2020 

コロナ ウィルスから人類のみなさんへの手紙 ヴィヴィエンヌ ロドリゲス リーチ 
 

地球はささやいた、だが、人類は耳を貸さなかった。 

地球は語りかけた、だが、人類は聴く耳を持たなかった。 

地球は叫んだ、だが、人類は地球の口をふさいだ。 

そして 私が生まれた・・・ 

私は人類を罰するために生まれたわけではない。 

私は人類を目覚めさせるために生まれてきた。 

地球は助けを求めて泣き叫んでいた。 

大洪水を起こした。でも人類は聴かなかった。 

大火事も起こした。でも人類は聴かなかった。 

猛烈なハリケーンも起こした。でも人類は聴かなかった。 

恐ろしい竜巻も起こした。でも人類は聴かなかった。 

 

汚染した水の中で 海の生物が死んで 行く 。 

危険レヴェルほどの氷山の溶解、激しい旱魃。 

それでも人類は聴かなかった。 

それでも、あなたは地球の声を聞こうとはしなかった。 

 

地球がどれほど被害を受けても、人類はその声を聴こうとしなかった。 

終わりなき戦争。 

限りなき貪欲さ。 

 

あなたは ただただ自分の生活を続けていた。 

どれだけの憎しみが そこにあろうと 

毎日 何人が殺されようと 

地球が語りかけようとしている心配事より、あなたは最新の i Phone を持つことの方が大切だった。 

 

だから私が今 ここに来たのだ。 
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そして、私は世界のその流れを止めようとしている。 

ついに「あなた」に耳を傾けさせた。 

 

私は地球人のあなたに避難を余儀なくさせ 

私は地球に住むあなたに物質的な考えをやめさせた。 

今、地球に住むあなたは地球のように困っている。 

あなたは「自分だけ 」が生き残ることを考えている。 

それはどんな気持ちですか？ 

 

地球に火を放ち、私はあなたに熱病を与えた。 

汚された地球の空気で、私はあなたに呼吸への宿題を課した。 

地球が毎日弱ってゆくように、私はあなたを弱らせた。 

私はあなたから日常生活の快適さを奪い取った。 

あなたの外出だ 

あなたがもはや忘れていた地球とその痛み 

そして私は世界を止めた。 

 

そして今・・・ 

中国の空気はきれいになった。 

工場は汚染を大気に吐き出さなくなり、空は澄み切ったブルーになった。 

水を汚していたゴンドラボートを使わなくなり、ヴェニスの水は透明になった。 

地球のオソン層も 地球の活動が休んでいるために復活しつつある。 

大都市での大騒音の話題も小さくなった。 

多くの船が行き来しなくなった海も静けさを取り戻した。 

多くのレストランが閉店したため、魚と食料があふれている。 

 

そして、 

あなたは人生で何がもっとも大事なのかに想いを馳せる時間を持つ。 

 

繰り返す・・・ 

私はあなたに罰を与えるためにやってきたのではない。 

あなたの目をさまさせるためにやってきたのだ。 

これがすべて終わったら。私は立ち去る。 
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この瞬間のことを忘れずに思い出してほしい。 

地球の声に耳を傾けて あなたのソウル (魂）に心を寄せてほしい。 

  

地球を汚染するのはやめてください。 

人類同士で戦うことをやめてください。 

そして隣人を愛してください。 

 

地球に、そしてそこに住むあらゆる生物に もっとやさしく愛を注いでください。 

そして地球を生み出した者を信じてください。 

なぜなら、もし私が再度ここに戻ってくるときに 

私はもっともっと強くなって戻ってきますから・・・・・ 

コロナコロナ ウィルスウィルス より 

 

先日、かつて東京書籍で音楽の教科書作りを共に

した仲間（＋英語）が送ってくれました。 

胸に刺さるものがあります。 

ここしばらく休刊続きだった「うたごえの会：瓦

版」としてお送りしますので、ご一読いただけれ

ば幸甚です。（♪／（♪／TTanakaanaka）） 

 

 

千秋さんの創作曲が 

うたごえ新聞 2021年 9月 13日号に掲載されました。 

 

楽譜紹介・全国創作センター 創作曲・紹介 

 「こんなに長く」 

作詞：千秋昌弘 作曲：森二三 
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(参考資料：) 

 
（岡邑さんからの投稿。大阪府のワクチン接種の現状と、集団免疫９０％、８０％、７０％の接収到達予想等の資料 

です。） 
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