◆主催：｢
◆主催：｢奈良の歌唱王決定戦｣
奈良の歌唱王決定戦｣ 実行委員会
◆後援： 公益社団法人 日本動物福祉協会
大和郡山市／㈱奈良新聞社
◆協力： 歌謡教室・カラオケ喫茶・カラオケボックス ほか

開催のごあいさつ
この度の西日本豪雨と大阪北部地震により被災された皆様ならびにそのご家族に
心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を願っております。
本日はご多忙の中、動物福祉啓発チャリティーイベントにご来場いただきまして
誠にありがとうございます。本年は、公益社団法人日本動物福祉協会様と協力し、
動物福祉の啓発イベントと、"奈良の歌唱王"と称したカラオケ歌謡大会を同時に
開催させて頂くことができまして、心より重ねて御礼申し上げます。
「人も動物も幸せな社会をめざして」を本年度のテーマとさせていただくことに
なりまして、｢歌｣を通じて人と人とが結びつく、そのような時間を皆様とともに
過ごせればと考えております。本日は、あらためて日々の平穏な暮らしの有難さ
を感じていただけるような機会を設けられましたことに心より感謝申し上げます。
皆様のお力添えどうぞ宜しくお願い申し上げます。
実行委員長

沢 伸一

文化発祥の地・大和にて今年も歌唱王決定戦が開催されること、とても嬉しく
思っております。動物福祉について知っていただく機会に際して、これからの
歌謡界の発展を願いつつ審査させて頂きます。日頃の練習の成果を出しきって
いただいて、あなたの歌声を聴かせてください。よろしくお願いいたします。
審査委員長 作曲家

四方 章人

奈良県で動物福祉の啓発イベントを開催頂きまして心から感謝申し上げます。
本日の講演を機会に、動物福祉とは何か知って頂き、人も動物も幸せな社会
について想いを巡らせて頂ける貴重な機会になることを願っております。
今後とも変わらぬご理解とご協力をお願い申し上げます。
公益社団法人 日本動物福祉協会 顧問

山口 千津子

動物福祉とは
一言でいえば「動物が精神的・肉体的に充分健康で、幸福であり、環境とも
調和していること」です。自分の気持ちの思うままに、気の向いたときだけ
かわいがることは、動物福祉が満たされているとは言えず、「かわいがって
いる＝福祉に配慮している」とは言い切れないのです。
動物も人間も命あるものであり、感受性・知覚力があり、
社会性を持ちます。それゆえ人間は動物の基本的ニーズ
（生理的、環境的、行動的、心理的、社会的）を充たし、
動物ができる限り快適に、できる限り苦痛を受けずに
生活できるようにする義務と責任があります。

１１：
１１：００～
００～ 開場
１１：
１１：３０～
３０～ 開演

司会・
司会・来賓あいさつ
来賓あいさつ

実行委員長

沢

衆議院議員

浮島 とも子 氏

㈱ 奈良新聞社

甘利 治夫 氏（代表取締役）

司 会

川端 まゆみ（フリーアナウンサー）

・

進 行

伸一 氏

大和郡山市長

上田 清 氏

衆議院議員

小林 茂樹 氏

奈良県出身、ＢＢＣびわ湖放送「しらしがテレビ」
火・水曜担当キャスター、ラジオパーソナリティ他

１１：
１１：４５～
４５～ ＜動物福祉啓発イベント
動物福祉啓発イベント＞
イベント＞ 講師：
講師：山口千津子 先生(獣医師)
動物福祉ってなに？～人も動物も幸せな社会をめざして
今や日本では、１５歳未満の子供の数よりも人と共に暮らす犬や
猫の数の方が多いといわれ、家族の一員という意識が浸透しつつ
あります。 本屋さんには犬や猫等の写真があふれ、テレビでは
かわいいしぐさのＣＭが毎日のように流れています。しかし、
動物が癒しの道具のように扱われたり、流行があったりという
現状を見ますと、まだまだ本当の意味の「家族」や「市民」には
程遠いように思います。そこで本日は｢動物福祉｣をキーワードに、
動物の幸・不幸、生死を左右する飼い主の義務と責任を始め、
人と動物の防災対策等、人と動物が共に幸せに暮らす社会を築く
ために私たちはどうすればよいかを皆様と考えたいと思います。
○国際的動物福祉の基本＝「5つの自由」
1960年代の英国において、家畜の飼育状況改善のために定められたものですが、
現在では、家畜だけでなく、人が関わるすべての動物の福祉の基本と国際的に
認められており、欧米では多くの国の法律にも組み込まれております。
１.飢えと渇きからの自由
２.不快からの自由
３.痛み・傷害・病気からの自由
４.恐怖や抑圧からの自由
５.正常な行動を表現する自由
○２００９年リスボン条約(ＥＵ)で、動物は｢命あるもの｣のみならず、｢感覚ある
もの｣として認められ、施策の施行には動物の福祉を満たすために徹底して配慮
しなければならないと定められています。

１２：
１２：３０～
３０～ ＜カラオケ大会
カラオケ大会＞
大会＞ スタート♪
スタート♪
審査員の先生方 紹介
審査委員長

四方 章人

審査委員

川野 義男

氏

（作詞 ・ 作曲家）
１９８０年より作詞 ・ 作曲
活動に入る。 １９９１年より
ラジオ大阪やサンテレビの
カラオケ番組のレギュラー
審査員として活躍

（作曲家、㈳日本音楽著作権
協会理事ほか）岩手県出身
１９４３年生、主な代表作は
「浪花節だよ人生は」「酒場
すずめ」「人生みちづれ」
「南部蝉しぐれ」ほか多数

１２：
１２：３５～
３５～ ＜カラオケ大会
カラオケ大会１
大会１＞
エントリーNo.
エントリーNo.１
No.１～４０
１３：
１３：３５～
３５～ ＜歌謡
＜歌謡ショー
歌謡ショー１
ショー１＞

氏

１５：
１５：４０～
４０～ ＜カラオケ
＜カラオケ大会
カラオケ大会３
大会３＞
エントリーNo.
エントリーNo.８１
No.８１～
８１～１１８
１６：
１６：４０～
４０～ ＜歌謡
＜歌謡ショー
歌謡ショー３
ショー３＞

ｶﾗｵｹｽﾃｰｼﾞ
カサブランカ

出口 澄代
木下 朋子

バサラ

ｶﾗｵｹｻﾛﾝ水蓮

水草 美智子

哀しみのコンチェルト

ｶﾗｵｹ喫茶 ひろ

髙橋 博子

津軽さくら物語

ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵＭ

岡田 明美

焔の酒

ｶﾗｵｹ喫茶 太陽

馬場 千里

ホテル・サンセット

なにわの歌姫

藤井 舞乃空

能登半島

村山 一也

優しい女には毒がある

第２回大賞受賞
＜シルバー＞
第２回大賞受賞
＜グランプリ＞

倉谷 利宣

天竜流し

三倉 智恵美

かあちゃん

１６：
１６：５０～
５０～ ＜歌謡
＜歌謡ショー
歌謡ショー４
ショー４＞

歌謡カフェ
パンドラ

沖島 愛佳

ダンシング・ヒーロー

歌手を目指す
トラック運転手

ｶﾗｵｹべっぴん

内田 久美子

銀座のトンビ

キングレコード

古市 幸弘

哀愁の街

ビクター
エンターテイメント

夏川 昇子

永遠の月

エーフォース
レコード

田代 ゆう

アデュー

キングレコード

直子

ハナミズキ

ホリデージャパン

ソウルクライ

Because & 無条件

１４：
１４：１０～
１０～ ＜カラオケ大会
カラオケ大会２
大会２＞
エントリーNo.
エントリーNo.４１
No.４１～
４１～８０
１５：
１５：１０～
１０～ ＜歌謡
＜歌謡ショー
歌謡ショー２
ショー２＞
エスアンドエス
歌謡講師
エル・エール
歌謡道場
ﾋﾞｸﾀｰ歌謡教室
Ｈﾐｭｰｼﾞｯｸｽﾀｼﾞｵ
歌謡教室
マーちゃんの会

杉原 美智代

陽は昇る

商﨑 武敏

群青

中川 肇

パンの耳

瓦口 正代

心

ＵＳ６６歌謡教室

角田 敏樹

風のララバイ

西川ひとみ
歌謡教室

西川 ひとみ

飛鳥川

１７：
１７：２５～
２５～ 結果発表・総評・
総評・表彰式
１７：
１７：５５～
５５～ 閉会の
閉会の辞
１８：
１８：００

終演

本日は
本日は誠にありがとうございました

協賛・協力（歌謡教室／カラオケ喫茶／カラオケボックスほか） 無断転写禁止

保存版

カラオケ べっぴん

ｶﾗｵｹ倶楽部 バーバレラ

ｶﾗｵｹｽﾃｰｼﾞカサブランカ

歌謡カフェ パンドラ

奈良市三条町606-8

奈良市西木辻町207 やぎもとビル2F

奈良市佐紀町2399

奈良市佐紀町9-1

☎ 0742-93-9848

☎ 0742-26-8551

☎ 0742-35-0151

☎ 0742-36-0107

カラオケ リコ

カラオケ 真美

BAR & KARAOKE ＤＩＶＡ

奈良市法蓮町412-1 ｴｽﾃｰﾄﾋﾞﾙ103

奈良市六条西町４丁目3-36

奈良市杉ヶ町32-8 ﾍﾞﾙｻｲﾕﾋﾞﾙ102

☎ 0742-26-5559

☎ 0742-46-8839

☎ 0742-93-8851

エル・エール歌謡道場

ｸﾗｳﾝ歌謡学院
歌謡スタジオ

ｶﾗｵｹｽﾃｰｼﾞ よりみち

ﾋﾞｸﾀｰ歌謡教室

H・ﾐｭｰｼﾞｯｸ・ｽﾀｼﾞｵ

奈良市南京終町3-401-3

☎ 0742-61-0339
カラオケステージ 花蓮
奈良市三碓6-5-4

奈良市三碓7-1-18

ＩＫＥＤＡ歌謡教室

奈良市山陵町80-2

奈良市古市町1327-1

☎ 0742-51-8207

☎ 0742-36-1965

田代ゆう 生成歌謡教室

カラオケサロン 涼健

Dogcafe ぶり-だ-かふぇ

奈良市敷島町2-543-56

奈良市北向町16

奈良市二条大路南2-2-33

☎ 0742-47-1578

☎ 0742-93-4403

☎ 0742-35-5044

カラオケ 千代

オフィス我流

ｽｰﾊﾟｰｶﾗｵｹ奈良学園前店

大和郡山市西町28-2

奈良市三条大路5-6-8-102

奈良市学園大和町2-111-1

☎ 0743-52-7550

☎ 0743-56-0078

☎ 080-5353-1153

☎ 0742-81-9743

カラオケ 青い山脈

カラオケ・ダンス ミチ

カラオケ 楽園 郡山店

カラオケスタジオ とも

大和郡山市池之内町475-1

大和郡山市新町305-24

大和郡山市東岡町45-4

磯城郡田原本町大字千代384-1

☎ 0743-87-9118

☎ 0743-52-7527

☎ 0743-54-1226

☎ 0744-33-6152

カラオケ エム

カラオケ喫茶 フレンズ

ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵ ざっくばらん

カラオケ喫茶 唐古

生駒郡三郷町立野北1-3612

生駒郡三郷町立野北3-2-17

生駒郡斑鳩町興留6-5-6

磯城郡田原本町唐古77-1

☎ 0745-72-9322

☎ 0745-72-8118

☎ 0745-75-3788

☎ 090-7759-0240

☎ 0742-81-3715
YTcompany

キング
レコード

直子

奈良市杉ヶ町10-7

☎ 090-9117-0511
ｶﾗｵｹ喫茶＆ﾌﾟﾁﾄﾞﾘﾝｸﾊﾞｰ
大和郡山市小泉町918

ＵＳ６６

か

ら

お

☎ 090-6066-7688

け

カラオケステージ 夢

歌楽生慶処 楽楽（らら）

カラオケ歌謡スタジオ

北葛城郡王寺町久度2-13-3

生駒郡三郷町勢野西2-8-3

生駒郡斑鳩町興留5-13-10

宇陀市榛原萩原2429

☎ 0745-72-2525

☎ 0745-72-6451

☎ 0745-75-5008

☎ 0745-82-1166

カラオケ喫茶 信号の前

カラオケスタジオ ゆうき

ﾐｭｰｼﾞｯｸ・ｽﾃｰｼﾞ歌音

カラオケ ほがらか

北葛城郡上牧町片岡台2-2-13

北葛城郡河合町穴闇181-3

北葛城郡河合町高塚台2-38-14

宇陀市大宇陀迫間294-1

☎ 0745-56-3039

☎ 0745-32-5533

☎ 0745-83-1184

ｶﾗｵｹｽﾃｰｼﾞ バンブー

カラオケ喫茶 ひろ

北葛城郡広陵町安部207-2

葛城市東室207-3 新庄ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F

☎ 0745-43-6624

☎ 0745-54-0166

☎ 0745-69-5038

青丹よし

からおけ 微笑（ほほえみ）

ﾐｭｰｼﾞｯｸｽﾃｰｼﾞステーション

カントリーロード

橿原市常盤町175-6

橿原市木原町225-1

北葛城郡広陵町大字三吉239-1

葛城市山田１８９-１

☎ 0744-29-5228

☎ 0744-25-4483

☎ 0745-43-9995

☎ 0745-60-5340
カラオケ喫茶 杏（あんず）

カラオケボックス

かねたか

☎ 0745-31-0186
カラオケサロン 水蓮

カラオケサロン

北葛城郡上牧町服部台5-4-4

北葛城郡上牧町服部台4-1-4

☎ 0745-77-8803

マーちゃんの会

エンジェル
前島ﾋﾞﾙ3F

kanon

花舞

カラオケ パンプキン

歌謡スタジオ

橿原市十市町703-1

橿原市十市町907-3

北葛城郡広陵町馬見北1-7-21

☎ 090-1716-9818

☎ 0744-24-8651

☎ 080-1431-5707

青山歌謡教室

カラオケ マダムSAKO

カラオケ あしはら

カラオケステージ

橿原市内膳町4-4-3

橿原市一町154-9

吉野郡大淀町芦原

桜井市箸中793-2

☎ 0747-52-6545

☎ 0744-43-0303

歌謡教室

☎ 0744-25-0745
ワ

ル

☎ 0744-27-3515
ツ

中川ﾋﾞﾙ2F

桜井市巻野内370-2

☎ 0744-45-3732
スマイル

カラオケ・ホール 円舞曲

カラオケ喫茶 アイドル

軽食カラオケ 姫

カラオケスタジオ 歌人

☎ 0744-27-9678

橿原市光陽町69-15

吉野郡大淀町土田316-2

桜井市外山401-7

☎ 0744-27-7722

☎ 0747-52-8882

☎ 0744-46-0068

カラオケ喫茶 風雅

唄声ステージ きらら

カラオケ喫茶 太陽

五條市上野町187

桜井市上之庄94-5

☎ 090-3276-2333

☎ 0744-49-0035

橿原市石川町294-6

喫茶・カラオケ メロディ香芝市北今市4-327-1

香芝市下田西1-124-1

☎ 0745-76-3111

☎ 0745-76-3592

ｶﾗｵｹｻﾛﾝ ルネッサンス

西川ひとみ 歌謡教室

カラオケ喫茶 幸楽

カラオケ喫茶

大阪府大阪市城東区関目4-13-20
９月１ 日
ＯＰＥＮ

大阪府吹田市山田東4-35-1-707

☎ 06-6939-7778

京都府木津川市吐師下柏谷19-2

☎ 090-8822-0063

生駒市北田原町2051

☎ 0774-72-5479

☎ 0743-85-5007

まん月 クラブ

カラオケスタジオＭ

カラオケ喫茶 花水木

ｽﾅｯｸ＆ｶﾗｵｹ喫茶 えみ

大阪府門真市常称寺町29-20

大阪府四条畷市蔀屋本町13-29 1F

京都府木津川市木津神田64-3

和歌山県西牟婁郡白浜町日置980-39

☎ 072-812-6123

☎ 072-877-5044

☎ 0774-72-5759

☎ 090-5259-8287

青光社セレモニーホール

愛犬サロン富雄店

ｵｰｶﾞﾆｯｸｶﾌｪ ミルクティー

奈良市柏木町510-1

奈良市二名3-1034-1

麻雀クラブ 佐保

☎ 0742-35-5698

☎ 0742-93-9330

奈良市鳥見町1-1-10

奈良市大宮町7-2-23 三和佐保川ﾋﾞﾙ2F

☎ 0742-43-8008

☎ 0742-35-4307

ひょっとこ

今後のカラオケライフにご利用ください。ご協力ありがとうございました。

