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平素よりJASRACの業務にご理解いただき、
誠にありがとうございます。
私たち作詞家・作曲家が努力して創り上げた作品が、皆さまから愛され、適正に
広くご利用いただいていることに、JASRACを代表して心から御礼申し上げます。
皆さまがご経営のお店などにおかれましては、
カラオケや生演奏、BGMなど、
さまざまな形で音楽をご利用いただいているかと存じます。
いつの時代も、
ユーザーの皆さまの音楽の利用は、
わが国の音楽文化の発展に
大きく貢献してきました。
JASRACは、その文化的貢献に敬意を示しつつ、素晴らしい音楽がこれから
も数多く生み出されるよう、引き続き、公平・公正な著作権管理業務に取り組ん
でいく所存です。
今後とも皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

会長

金賞

国内作品第1位

糸
作詞・作曲者：中島 みゆき

音楽出版者：
（株）
ヤマハミュージックエンタテインメント
ホールディングス

前年度に、JASRACからの著作物
使用料の分配額が多かった作品の
作詞者・作曲者・音楽出版者の功績
と栄 誉 を 称 え 表 彰 す るも の で 、
1982年に創設、今年で35回目を
迎えました。使用料の分配額が最も
多かった国内の上位3作品に金・
銀・銅賞、外国作品に外国作品賞、
海外の著作権管理団体からの入金
額が最も多かった国内作品に国際
賞を贈呈しています。

中島 みゆきさんのメッセージ
中島みゆきです。

中島 みゆきさん

今日は2017年「JASRAC賞・金賞」
をいただけると
いうことになりまして、ありがとうございます。
昔から私は、1番とか金賞とかっていう、
そういうことには
縁のないタイプでして、
しかも、今回の曲はというと
また、
たいへん地味な曲ですので、
なんだか不思議な気がしております。
カラオケで歌ってくださる方が、
たくさんおいでだった、
とのことで、
とてもありがたいことと、感謝しております。
今日は、本当にありがとうございました。
中島みゆきでした。
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銀賞

銅賞

国内作品第2位

国内作品第3位

名探偵コナンＢＧＭ

ドラゴンクエスト序曲

作曲者 ： 大野 克夫

作曲者 ： すぎやま こういち

大野 克夫さんの
メッセージ

すぎやま こういちさんの
メッセージ

この歳まで現役を続けられてい
るのも不思議ですが、今回、私の
ライフワークともいえる名探偵コ
ナンのBGMで受賞できたことを
とても嬉しく思います。いつまで
続けられるかわかりませんが、体
力・気力の続く限りやらせて頂き
たいと思います。
これからもよろ
しくお願いします。

このたび銅賞をいただくことにな
り、本当に光栄に思います。
「もう、
どうしよう
（銅賞）」
という気持ち
で賞を受け取りました。
この曲は、
いわゆるインストゥルメ
ンタルで、歌詞がありません。歌
のない曲でこの賞をいただけたと
いうのはとても嬉しいことです。
これを励みに、
これから先の作曲
家人生、精一杯良い曲を作るよう
頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。

音楽出版者 ：（株）読売テレビエンタープライズ

大野 克夫さん

音楽出版者 ： スギヤマ工房（有）

外国作品賞

すぎやま こういち さん

外国作品第1位

ＤＡＹＤＲＥＡＭ ＢＥＬ
Ｉ
ＥＶＥＲ
作詞・作曲者 ： JOHN C.STEWART

国際賞

海外からの入金が
最も多かった国内作品

オリジナルパブリッシャー ：
SCREEN GEMS EMI MUSIC INC
サブパブリッシャー ：
イーエムアイ音楽出版（株）
フジパシフィック事業部

ＦＡＩ
ＲＹＴＡＩ
ＬＢＧＭ

国内作品 4〜10位

作曲者 ： 高梨 康治

音楽出版者：
（株）
テレビ東京ミュージック
順位

高梨 康治さんの
メッセージ
今回、
とても名誉ある賞をいただ
きました。この受賞は、アニメの
原作者である真島ヒロ先生、
ファ
ンの皆さん、スタッフの方など、
たくさんの方に支えられてのも
のです。心から感謝します。国際
賞ということは、世界中の人に聴
いていただいたのだと思います。
これからも世界中の一人でも多
くの方に作品を楽しんでもらい
たいです。今後ともよろしくお願
いいたします。
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高梨 康治さん

作品名

作詞者

作曲者
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R.Y.U.S.E.I

STY

STY
Maozon

5

ひまわりの約束

秦 基博

秦 基博

6

365日の紙飛行機

秋元 康

角野 寿和
青葉 紘季

7

おそ松さんBGM

8

トリセツ

9

ルパン三世のテーマ'78

10 歩いて帰ろう

ー
Kana Nishino
ー
斉藤 和義

橋本 由香利
DJ Mass(VIVID Neon*)
Shoko Mochiyama
etsuco

大野 雄二
斉藤 和義

今、
振り返る
「カラオケの歴史」
今からおよそ30年前にJASRACはカラオケの著作権の管理を開始しました。
今回、
カラオケ誕生から現在に至るまでのカラオケの歴史を、当時の機器やヒット曲、
JASRACの動きなどと共に振り返ります。

JASRACの動き

年

管理楽曲数と使用曲数の急激な増加に対応する
ため楽曲のコード化など新機械システムを導入

1971
1974
1975

分配のための利用楽曲資料の収集方法を改善
（直接聴取方式→テープレコーダー録音方式）

無断複製されたカラオケテープが西日本各地に
出回る。違法複製業者に警告、廃棄処分

カラオケ業界の動き
カラオケ誕生
8ジューク
（1971年）

各社が参入、
カラオケテープが
多数販売される

1976

当時のヒットソング
また逢う日まで
（尾崎紀世彦）
襟裳岬（森進一）
シクラメンのかほり
（布施明）
北の宿から
（都はるみ）

1977

カラオケが全国の飲食店に急速に普及

勝手にしやがれ（沢田研二）

1980

カラオケ採点機ブーム起こる

雨の慕情（八代亜紀）

1981

パイオニア・レーザーディスクカラオケ
「LD-V10」
（1982年）

ルビーの指環（寺尾聰）

1982

ビデオカラオケ登場

奥飛騨慕情（竜鉄也）

福岡高裁小倉支部で、お店でのカラオケ機器の
利用責任はお店の経営者にある旨の判決

1984

各社、
ＣＤオートチェンジャー式の
カラオケを発売

長良川艶歌（五木ひろし）

カラオケ使用料徴収で利用者団体と基本合意

1985

岡山県で船舶用コンテナを利用
したカラオケボックスが登場

4月1日から、カラオケ演奏の管理を全国一斉に開始。
一か月で25,000店と契約（5坪までの小規模店は支払い免除）

1987

CDオートチェンジャー式カラオケ
第一興商「CDK-7000」
（1984年）

ミ・アモーレ
〔Meu amor é･･･〕
（中森明菜）
愚か者（近藤真彦）

1984年の高裁判決、最高裁で確定

1988

カラオケボックスブームが本格化

パラダイス銀河（光GENJI）

カラオケボックスの管理開始

1989

各地でカラオケボックスの地域団体が設立

淋しい熱帯魚（Wink）

1991
1992
1994
初めてカラオケボックスに法的措置を講じる

カラオケ事業者による全国協議機関
「全国カラオケ事業者協会」設立

北の大地（北島三郎）
白い海峡（大月みやこ）
innocent world
（Mr.Children）
LA・LA・LA LOVE SONG
（久保田利伸with NAOMI CAMPBELL）

全国カラオケ事業者協会とJASRACが
カラオケ利用の適正化で協定締結

CAN YOU CELEBRATE?
（安室奈美恵）
wanna Be A Dreammaker
（globe）

1998
1999

社交場でのカラオケ演奏に適用する規定を変更

通信カラオケ
「ジョイサウンドJS-1」
（1992年）

1996
1997

5坪までのお店のカラオケ管理開始

カラオケボックス経営者の団体
「日本カラオケスタジオ協会」設立

「カラオケ使用者連盟」設立

Winter,again（GLAY）
TSUNAMI
（サザンオールスターズ）

使用料区分を6→3に括り、
オーディオカラオケ・
ビデオカラオケによる区分を廃止

2000

施設内でのBGM管理開始

2002

カラオケ機器の賃貸借契約とJASRACの利用許諾
契約申込書が一体化した契約書を作成

Voyage（浜崎あゆみ）

2003

カラオケボックス、
チェーン店の大型化が加速

世界に一つだけの花（SMAP）

社交場使用料規定を一部変更。少量利用に対応
するなど、
より実態に即した使用料算定が可能に

2007

蕾（コブクロ）

2010

エクシング・BMBと合併。
第一興商、エクシングの二大メーカー体制へ

フィットネスクラブの管理開始

2011

最新のカラオケ機器（2017）

カルチャーセンターの管理開始

2012

歌謡教室の管理開始

2016

I Wish For You（EXILE）
マル・マル・モリ・モリ！
（薫と友樹、
たまにムック。）
真夏のSounds good !
（AKB48）

「LIVE DAM STADIUM STAGE
ハイレゾカラオケ
（DAM-XG7000Ⅱ）」 「JOYSOUND MAX2（JS-FX2）」

恋（星野源）

取材協力：全国カラオケ事業者協会（JKA）
（http://www.karaoke.or.jp/）
株式会社 エクシング
（http://www.xing.co.jp/）
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株式会社 第一興商（http://www.dkkaraoke.co.jp/）

JASRAC Q&A コーナー
皆さまからお寄せいただいたご意見・ご質問にお答えします。

Q

A

自分だけ
使用料を払っていて
他の店は払っていない
ようだけど…

現在、
日本国内でのカラオケの適法利用率は約90％
（全
国平均）です。
ご指摘のとおり、無許諾利用を続けている
お店もないわけではありませんが、JASRACは粘り強
く交渉し、それでも解決しない場合は、訴訟などの法的
措置を行うこともあります。
適法に音楽を利用されている皆さまとの公平性を確保
するためにも、JASRACは著作権手続きの必要性を周
知する広報活動とあわせて、音楽の適法利用促進に向
けた取組みをより積極的に実施していきます。

A
市販のDVDは、
ご家庭内での視聴を目的としているた
め、店内での上映はできません。営業中に利用される場
合は、販売元などから業務用のDVDを入手する必要が
あります。また、それとは別に、店内での上映に関する
音楽著作権の手続きが必要です。
詳しくは、担当のJASRAC支部（P.5下参照）
にお問い

Q
市販のDVDは
店内で
流していいの？

合わせください。

Q
BGMの契約は
年額の使用料しか
ないの？

Q
カラオケ喫茶を経営しています。
今度、地元の市民会館で
カラオケ大会を開こうと思います。
お店でJASRACと
著作権の契約をしているから、

カラオケ大会の手続きは
しなくていいですよね？

A
年間でのご契約以外にも、例えばスキー場、海
の家などの施設で、季節限定の営業をされる
場合などのために、1か月単位、1曲単位での使
用料も設けています。
なお、JASRACと生演奏やカラオケなどの利
用許諾契約を結び、使用料のお支払いをいた
だいている店舗については、その契約場所に
限り手続きなくBGMをご利用いただけます。
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A
いいえ。現在のご契約は、店舗内での音楽のご利用に関
するものです。市民会館など、お店とは別の場所で音楽を
利用される場合は、別途、手続きが必要となります。演奏
利用申込書をお送りしますので、担当のJASRAC支部
（P.5下参照）
にご連絡ください。

A

Q

JASRACは、音楽をつくった人（著作者）などから著
作権をお預かりし、著作者に代わって音楽利用の窓
口となり、利用者の皆さまからお支払いいただいた

JASRACって、
どういう団体なの？

使用料を権利者（曲をつくった人など）
に分配してい
る団体（一般社団法人）です。著作権等管理事業法に
基づき、文化庁長官の登録を受け、音楽の著作物に
かかわる著作権の管理業務を行っています。

A
使用料の分配方法は、
「著作物使用料分配規程」で利用形態ごとに定めてい

Q

ます。いただいた使用料は、6月・9月・12月・3月の年4回に分けて権利者に分
配します。
カラオケは、カラオケ機器に配信された曲やリクエスト回数等の正確な
データを、通信カラオケ事業者からご提供いただいています。
このデータに
基づき、皆さまからいただいた使用料を分配しています。
生演奏は、3か月に1回、無作為にお店・施設を抽出し、そこで使われた楽曲を
収集しているほか、
ライブハウスなどに対しては、利用曲目の報告を依頼し、

きちんと分配しているの？
どんなデータに基づいて
分配しているの？

分配データに反映しています。

Q

A

JASRACだよりは
なくてもいいから、
使用料
安くならないの？

JASRACの管理する楽曲をコンサート、
カラオケ、CD、
テレビ、
インターネットな
どで使用する際の使用料は
「使用料規程」
に定めています。
使用料規定はJASRACが勝手に決めるのではなく、利用形態ごとに
「音楽を使う
方々の団体（利用者団体）」
と協議したうえで、文化庁長官に届け出をしています。
現状、お店で音楽をご利用になる場合の使用料の変更予定はありませんが、利用
者団体とは、常にお話し合いをさせていただいております。
JASRACだよりについては、
ご利用いただいている皆さまとJASRACとの懸け
橋として制作しており、充実した紙面づくりに努めております。
今後は、皆さまからの声をより反映していきますので、同封のアンケートハガキ
にてご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

支部連絡先一覧（カッコ内は業務地域）

※お店のご移転・閉店など、
ご利用状況に変更がある場合は該当支部へご連絡ください。

●北海道支部（北海道）

☎（011）221-5088

●中部支部（愛知、岐阜、三重）

☎（052）583-7590

●仙台支部（宮城、青森、岩手、秋田、山形、福島）

☎（022）264-2266

●北陸支部（石川、富山、福井）

☎（076）221-3602

●大宮支部（埼玉、栃木、群馬、長野、新潟）

☎（048）643-5461

●京都支部（京都、滋賀、奈良）

☎（075）251-0134

●東京支部（東京、千葉、茨城、山梨）

☎（03）5157-1161

●大阪支部（大阪、和歌山、兵庫）

☎（06）6222-8261

●東京イベント・コンサート
（EC）支部
（東京、千葉、茨城、山梨のイベント・コンサート関係）

☎（03）5157-1162

●中国支部（広島、岡山、
山口、鳥取、島根）

☎（082）249-6362

●四国支部（香川、徳島、高知、愛媛）

☎（087）821-9191

●横浜支部（神奈川）

☎（045）662-6551

●九州支部（福岡、
佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）

☎（092）441-2285

●静岡支部（静岡）

☎（054）254-2621

●那覇支部（沖縄）

☎（098）863-1228
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第4回

JASRAC音楽文化賞

11月17日、
「第4回 JASRAC音楽文化賞」の贈呈式が
都内のホテルで催され、3人の方が顕彰されました。

JASRAC音楽文化賞は、2014 年、JASRAC創立75周年を機に設けられた顕彰制度です。
売上や利用実績などの数字に表れない地道な活動を行っている個人・団体・作品等に光をあてて
音楽文化の発展に寄与した功績をたたえ、今後の活動への励みとしていただくとともに、
わが国にゆたかな音楽風土が築かれることを願って、
毎年秋に顕彰しています。

ロビン・
トンプソン氏

だん

なか のまさのり

代表 中野政則氏
（福岡県久留米市）

（共同通信社 編集局文化部 部長）

・吉田俊宏

（日本経済新聞社 編集局文化部 編集委員）

・西川龍一

（日本放送協会 放送総局解説委員室 解説委員）

・西田浩

（読売新聞東京本社 編集局文化部 編集委員）

※選考委員の役職は選考時点のものです。

ちな い た け お

主宰 智内威雄氏
（大阪府箕面市）
顕彰理由

顕彰理由
團 伊 玖 磨 が 作 曲した壮 大なス

左手のためのピアノ作品 という

研究及び振興活動に努めた成果と

ケールを持つ作品を、
ゆかりの地で、

貴重な音楽作品群に光を当て、埋も

して、
2016年9月、
楽譜集
「琉楽百控」

地域の人々らと歌い継ぐ活動を長

れた作品の発掘・紹介、作編曲の委

を著した。100曲の琉球古典音楽の

年にわたり牽引した。日の目を見る

嘱等に努めた。片手演奏の認知向

三線譜、歌唱部を精緻な五線譜で表

ことのなかった合唱組曲を発掘・出

上・普及振興により、障害のある演

し、楽曲の形式等の分析、歌詞の英

版し、初演した。創作の舞台となった

奏家を勇気づけた。幼児から高齢者

訳、ローマ字表記など、18世紀以

郷土と、
そこに住む人々と作家の想

まで広い層に片手演奏を紹介・指導

降、口頭伝承されてきた琉球古典音

いを、音楽の持つ力で、深く豊かに

するなど、音楽の新たな魅力と可能

楽の構造を解き明かした功績をたた

結びつけた活動をたたえ顕彰する。

性を広げた活動をたたえ顕彰する。

りゅうがくひゃっこう

え顕彰する。

受賞者の声
「日本の音楽は、
首里の花が色とりどりに咲く豊かな庭のよう。受賞を励みに、
沖縄の音楽に限らず、
日本の音楽の理解・普及を推進していきたい。」
（トンプソン氏）
「この受賞の喜びを、一緒に團作品を歌い継いできた筑後川流域の人、
全国の團作品を奏でる人たちと分かち合いたい。
」
（中野氏）
「『困難の時代を乗り越えて未来に』
をスローガンに進んできた。将来的に、
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（朝日新聞社 文化くらし報道部 部長）

・加藤義久

い くま

（沖縄県那覇市首里）

30年以上にわたり琉球古典音楽の

・阿部毅

「團伊玖磨さんの音楽を楽しむ会」 「左手のアーカイブ」
プロジェクト

（Mr. Robin Thompson）

顕彰理由

【選考委員】
（敬称略）

左手の音楽を無形文化財に登録できるよう、
組織づくりをすすめていきたい。
」
（智内氏）

JASRAC TO PICS
楽器教室での演奏等の管理開始について
6月、JASRACは楽器教室での演奏等に関する使用料規程を
文化庁に届け出ました。

既にお支払いをいただいている教室との公平性の観点からも、
これ以上、遅らせることはできないと判断し、
このたび文化庁に

JASRACは、教室を運営する大手楽器メーカーと2003年か

規程を届け出た次第です。

ら協議を重ねてきました。
この間、各種教室での演奏利用につ

JASRACは引き続き、楽器教室の演奏等の管理開始につい

いては、利用者団体との協議などを経て、順次管理を開始して

て理解を深めていただくための広報活動と、法律にもとづいた

きました
（下図）。

対応を進めていきます。

1971年

2011年 2012年

2015年

2016年

フィットネスクラブ

使用料

カルチャーセンター

使用料

社交ダンス以外のダンス教室

使用料

（2011年〜管理）

（2012年〜管理）

（2015年〜管理）

歌謡教室

（2016年〜管理）

2003年

協議開始

使用料

分配

作詞者・作曲者・音楽出版者

使用料

JASRAC

社交ダンス教室

（1971年〜管理）

楽器教室

BGM利用施設の経営者に対し全国初の訴訟を提起
7月11日、JASRACが管理する音楽を違法にBGMとして

JASRACと利用許諾契約を締結し、適法に音楽をご利用いた

利用していた札幌市の理容店経営者と高松市の飲食店経営者

だいている利用者の皆さまとの公平性の観点からも、
このまま

に対してJASRACは訴訟を提起しました。BGMの利用をめぐる

無断利用を放置することはできないと判断し、提訴に至ったも

訴訟提起は全国初です。

のです。

今回提訴した経営者は、いずれもJASRACが過去に民事調

JASRACはこれからも、著作権手続きの必要性を周知する

停を申し立てたものの、不出頭等の理由で調停が不成立にな

広報活動とともに、BGMの適法利用の促進に向けた取組みを

り、
その後もBGMの無断利用を続けていました。

積極的に展開していきます。
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私のオフステージ
おぐら

作詩・作曲家

vol.15

け い

小椋 佳さん

主な作品 『シクラメンのかほり』
（布施明）、
『愛燦燦』
（美空ひばり）、
『俺たちの旅』
（中村雅俊）
など

歌うことも、歌創りも
職業と思っていなかった

僕らが話しているこの言葉。人は
生まれて、言葉を真似て覚える。学
校では言葉を学ぶ。
その後は、
自分
が生きていることを、
自分自身の言
葉を創造することで表さないといけ
ないと思います。作詞とは正にその
創造であり、新しい自分自身の言葉
や文体などを生み出していくことでは
ないでしょうか。

きちんと歌いたい

作詞とは
〜自分自身の言葉の創造

小椋佳さんの直筆サイン色紙を抽選で５名様にプレゼント。

同封のアンケートハガキに必要事項をご記入のうえ、
ご応募ください。
当選発表は発送をもって代えさせて頂きます。 （※応募受付は終了しました）
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http://www.jasrac.or.jp
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若い頃は同時進行で詞と曲を作ってい
ました。近頃の若い方は曲を先に創るよう
ですね。言葉を後から当てはめているので
しょうか。
それにあえて抵抗したいという気
持ちもあって、今はまず詞をきちんと書いて
から曲を書くようにしています。

この曲の制作時のエピソード？一言じゃ
無理（笑）。
カラオケでは、無理して上手く歌
わなくてもいいと思います。
カラオケで点数
が出る機械があるけど、僕はいい点数が出
るようには歌いません。
ほんのちょっと外した
り、音を伸ばしたり、
すっと
（早めに）切り上
げたり…それが 味 というものです。
歌うことが楽しい人が一番いい。
自分が
楽しめれば、
それが最高なんですよ。

-

子どもの頃は、三橋美智也さんの歌が
好きでよく歌っていました。
これほど歌が
上手い人がいるんだ、
僕なんかとても人前
で歌えないな、
と思っていました。40年位
前、32歳の時にNHKホールでコンサート
をやりましたけど、本当は、
コンサートはあ
れで終わりのはずだったんです。
ステージ
によく立つようになったのは、退職して50
歳をすぎてから。我ながら恵まれていると

「シクラメンのかほり」

発行人／一般社団法人 日本音楽著作権協会 浅石道夫 〒151 8- 540 東京都渋谷区上原3 6-

僕は49歳まで銀行員をやってい
ました。勤めながら歌を創ってレコー
ディングしていましたけど、銀行の
仕事に比べれば歌創りに使った時
間はごくわずかなものでしたから、歌
うことも、歌創りも職業と思っていな
かったですね。
銀行員をやりながらということも
人に会い、酌み交わす
あって、当時は人前に出ず、
ラジオ
にもテレビにも出演しませんでした。
年を取ったせいか、懐かしい人に
それでも、
プロダクションに入ってい
会って酌み交わしながら談笑するっ
なかった僕にレコード会社がマネー
ていうのがいいね。小学校の同窓会
ジャーをつけてくれました。普通、
マ
もやっていますし、中学・高校・大
ネージャーは仕事をとってくるものだ
学、銀行員時代の同期の付き合い
けど、
そのマネージャーは
「せっかくの
もあります。静岡の浜松で
（銀行の）
P r o f i l e
お誘いですが、小椋は、公演やテレ
支店長をやっていた頃に知り合った
1944年東京生まれ。東京大学卒業後、
日本勧業銀行（現・みずほ銀行）
に
ビ出演をしませんので・・・」
と依頼を
人たちとの付き合いも続いていま
入行。銀行員として働く傍ら音楽活動を行い、1971年にアルバム
『青春〜
断るのが仕事でしたね。
す。
それぞれ長いですよ。
砂漠の少年』
でデビュー。
『シクラメンのかほり』
（ 歌：布施明）
で第17回日本
僕は芸能界を知らなかったし、興
他にも7 年 位 前からコーラスグ
レコード大賞受賞。堀内孝雄や美空ひばりなど数多くのアーティストに楽曲
味もありませんでした。300人位の
ループの指導に関わっています。歌
を提 供したほか、校 歌・市 歌・社 歌も多 数 手がけている。1 9 7 1 年から
JASRACメンバー。
歌手に曲を提供しましたが、今でも
うことが楽しくてしょうがない人たちの
付き合いがあるのは堀内孝雄君や
集まりで、
メンバーの中には会社の
思います。
中村雅俊君など2、3人です。
社長さんもいます。大きな会社で訓示を垂
今は、
月に2〜5回、嫌々ながらステージ
長年勤めた銀行を49歳で辞めた後、
れている人が、
ここでは少年の顔になっ
に立っています
（笑）。
でも、
やるとなったら
50歳からもう一度大学生をやらせてもら
て、僕が書き下ろした曲を歌っています。利
真剣勝負。
僕は、
ステージでは、
お客さんの
いました。大学院まで進んで、修士号を
害関係なく集まって、歌うことを楽しんでい
ことも気にはしますけど、何より自分自身が
取って。
それからは、毎日がオフみたいなも
る。打ち上げもしっかりやる
（笑）。
そういう
納得できる歌をきちんと歌いたい。
そこに
のですね。
人付き合いは楽しいですね。
一番神経を使っています。近ごろは、73歳
になり体力も落ちたのか、
コンサートの後
自分が納得できる歌を、
歌うときのアドバイス
はさすがにぐったりしています。

