
リモート合唱「心の飛行船」

1992 年、千葉市は政令指定都市に移行しました。それを記念し、翌 93 年に
市のイメージソングとして作曲されたのが「心の飛行船」です。
作詞は大津あきらさん、作・編曲は三枝成彰さんが行い、メインボーカル
を務めたのは、女優・歌手の斉藤由貴さん。
その洗練されたメロディーと彼女の澄んだ歌声とが相俟って、とても魅力
的な楽曲となりました。そして時は流れ 2021 年。1921 年 ( 大正 4 年 ) に生
まれた千葉市は 100 周年を迎えます。
今回、このメモリアル・イヤーを記念し、現在もテレビや映画で大活躍の
斉藤由貴さんを再びメインボーカルにお迎えし、本企画に参加される皆様
と「リモート合唱」を行い、この「市制 100 周年」を盛り上げたいと思います！

斉藤由貴さん参加！

千葉市のイメージソング「心の飛行船」を斉藤由貴さんと共に歌いましょう！

参加方法等の詳細はチラシ中面をご確認ください！裏面には豪華プレゼント情報もございます！

千葉市制 100 周年記念特別企画

参加費は無料です！！
※JASRAC 出 2010984-001



斉藤由貴プロフィール
1984 年、『少年マガジン』（講談社）第 3 回ミスマガジンでグランプリに選ばれる。同年、明星食品「青春という
名のラーメン・胸騒ぎチャーシュー」の CM が話題を呼ぶ。
1985 年 2 月、『卒業』で歌手デビュー。4 月『スケバン刑事』（CX）で連続ドラマ初主演。12 月公開『雪の断章 -
情熱 -』で映画初主演。各映画賞の新人賞を受賞した。
1986 年連続テレビ小説『はね駒』（NHK）のヒロインを演じ 、1987 年『レ・ミゼラブル』で初舞台を踏む。以降女優、
歌手として幅広く活躍。
2020 年 常盤司郎監督作品『最初の晩餐』で第 34 回高崎映画祭 最優秀助演女優賞を受賞。
今年 第 32 回「日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞」50 代部門を受賞。2 月 21 日に歌手デビュー 35 周年を
記念したセルフカバーアルバム「水響曲」を発売。

2021 年 2 月 21 日（日）、斉藤由貴さんの歌手デビュー 35 周年

を記念したセルフカバーアルバム「水響曲」発売決定！

豪華プレゼントのご案内！！

本企画にご当選された 100 名様に新アルバム「水響曲」と斉藤

由貴さんのスペシャルメッセージカードをプレゼント！

　　主催・お問合せ 千葉市美浜文化ホール　043-270-5619

＜通常版＞＜初回限定版＞

デビュー曲から 11 作連続でシングルの編曲を手掛けた武部聡志氏のプロデュースにより、全曲ピアノを軸とした
アコースティックな編成でリアレンジを施し、数々の名曲たちを現代に蘇らせたセルフカバーアルバムとなってい
ます。

収録曲 (全 10 曲）
1. 卒業
2. 白い炎　
3. AXIA〜かなしいことり〜
4. 初戀
5. 情熱　
6. 悲しみよ こんにちは　
7. 青空のかけら　
8. MAY　
9. 砂の城　
10. 「さよなら」　

※初回限定盤はセルフカバーと同一楽曲のオリジナルバージョンを収録した特典ディスク付き。

ご質問等ございましたら、 美浜文化ホールまでお問合せください！

リモート合唱について
2020 年、 世界中は新型コロナウイルス （COVID19） の猛威により、 混とんとした 1 年を送りました。 そしてその渦中に生きる私た
ち日本国民もまた、 “新たな生活様式” に則った生活を送ることとなりました。 様々な芸術文化活動に制限がある昨今、 “新たな生
活様式”に則った芸術文化作品の創造を目的として実施するのが「リモート合唱」。 斉藤由貴さん、そして皆様が歌った「心の飛行船」
を集め、 それを編集し、 一つの動画作品としてカタチにし、 YouTube にてアーカイブ配信いたします。 また、 配信動画は千葉市美
浜文化ホールの HP や Facebook などの SNS を通じて拡散いたします。

※実際に斉藤由貴さんとご対面することはできません。 あくまでも動画上での共演となります。
※完成イメージにつきましては、 YouTube で 「リモート合唱」 と検索いただければご覧になれます。
※お顔を公開することになります。 予めご了承ください。

参加方法（撮影の手引き）

・ 外の雑音や被写体の方以外が映らないように注意してください （ご自宅での撮影を推奨します。）

・ カメラと撮影対象の距離が遠いと外部の雑音が入る可能性があります。

・ 歌唱以外の音が入らないように、 できるだけカメラ近く （上半身が映る程度） に近づいて撮影してください。 あまり近づきすぎると　   

　 音声が割れる場合があります。 撮影後、 必ずデータのご確認をお願いいたします。

・ 三脚やスマホスタンドなどで撮影機材を固定するとブレずに撮影することができます。

・ 三脚などをお持ちでない場合は、 安定した台の上などに撮影機材を置いて、 ブレが少なくなるよう撮影してください。

動画の送付方法 ※千葉市美浜文化ホールの HP よりアップロードしてください。

①YouTube が見られる （再生用） スマートフォン、 タブレットまたはパソコン

②それとは別の動画撮影が出来る電子機器 （スマホ、 タブレット、 PC、 ビデオカメラ等）

③イヤホン

１ . 千葉市美浜文化ホールのホームページにアクセスいただき、 アップロードされている 

　 「リモート合唱心の飛行船オリジナル音源」 を確認してください。

   

２．①に③のイヤホンをさして、 「リモート合唱心の飛行船オリジナル音源」 の動画に合　

　　わせてご自身の歌っている姿を②で撮影してください。

    ※編集により、 カットさせていただく場合がございますが、 撮影はフルコーラスお願　

　     いいたします。

　 ※撮影の際、 音声はご自身の歌声のみが入るようにしてください。

　 ※イヤホンをしないと撮影動画に 「リモート合唱心の飛行船オリジナル音源」 の音が　

　　　入ってしまうので、 必ずイヤホンを使用してください。

３. 千葉市美浜文化ホール宛に動画を送ってください （送信方法は下記参照）

　  送られてきた動画はこちらで編集し、 YouTube にアップロードします。

　 ※お送りいただいたデータに著しく不具合がある場合、 使用を控えさせていただく場合

　　　がございます。

② ③

①

スマートフォン ・ ビデオカメラ等

パソコン ・ タブレット等 （再生用）

③ イヤホン

②

①

撮影イメージ

本企画への映像参加人数は「千葉市制 100 周年」にちなみ、100 名を予定しております。
応募多数の場合、ランダムに選出させていただきます。また作品内でのお名前の公開はいたしません。

用意するもの

撮影の手順

撮影に際してのご注意

機材をお持ちでない方 ・ 撮影のやり方が分からない方を対象に、 下記日程で千葉市美浜文化ホール
4F スタジオにて撮影をお手伝いします。※歌唱データの採用を確約するものではございません。

2021 年 2 月 20 日 （土）、 2 月 21 日 （日）、 2 月 23 日 （火）

【撮影をお手伝いします】

日程 時間 10:00 ～ 17:00 まで実施　

　　

※必ずご確認をお願いいたします。

右の QR コードからアクセスすることもできます。

多少音程がずれても全く問題ございません。

技術に固執せず、 楽しく歌いましょう！

配信開始応募〆切 2021 年 2 月 28 日 （日） 2021 年 3 月 21 日 （日） 配信開始予定

※持ち物不要 ・ 事前予約制 （前日 18:00 まで）。 詳細は美浜文化ホールまでお問い合わせください。 　

※撮影時間は１人 15 分を予定、 事前に歌唱の練習をお願いします。

※動画アップロード時の “名前記入欄” に 「氏名」 「年齢」 「住所」 「電話番号」 を必ずご記入ください。

　 ご記入が無い場合、 CD プレゼントの応募対象外となりますので、 ご注意ください。

　 記入例 ： 真砂太郎　30　千葉市美浜区真砂 5-15-2-202　090-1234-〇〇〇〇

オリジナル音源
QRコード


