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２０１５日本のうたごえ祭典 in 愛知で「５０００人の全国ぞうれっしゃ合同」をめざす 

                ニュースNo,５  
  文責：山口直子（2014．11.15） 
2015 日本のうたごえ祭典 in 愛知実行委員会＜ぞう５０００プロジェクト実行委員会＞代表 小出隆司（「ぞうれっしゃがやってきた」原作者） 
事務局長 山口直子（愛知のうたごえ協議会常任委員）〒453-0067  名古屋市中村区宿跡町１-１１ シティコープ本陣通２０７ 
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一人が一人を誘うことから始めよう！呼びかけ人・合唱参加申し込み者（会員）・実行委員を増やそう！ 
２０１５ 日うた in 愛知の成功に向けて 

尾張地域にぞうれっしゃ合唱団を立ち上げました！ 
 
11月 8日（土）にしび創造センターで尾張ぞうれっしゃ合唱団の結団式が行われ、初めて歌う方々に応援メンバーも加わり、約

50 名の参加で、あったかくも熱気あるスタートを切りました。指揮者が「ぞうれっしゃよはしれ」の男声パートは汽笛をイメージし

ているが作曲者はどう？と尋ね、「男声は機関車の役割、遅れないようにどんどん引っ張っていって！」と曲の解釈について作

り手とやり取りできる今を大事にして、いろいろなところで練習を展開していけるといいなあと思っていました。（事務局） 
 
ぞう５０００プロジェクトの実行委員のみなさんがこぞって応援に駆け付けてくださり、大成功でした。お忙しい

中本当にありがとうございました。 
最初に地元で朗読のボランティアをしている方に小出先生の大事なお手製紙芝居を読んでいただきました。 

次いで作詞者の清水則雄さんと作曲者の藤村記一郎さんにぞうれっしゃがやってきたの作品ができあがるまでのエピ

ソードを語っていただきました。長いこと歌ってるけど、こんなお話はなかなか聞かせてもらえないよ！！と参加者

は真剣に聴き入っていました。 
いよいよ練習開始～♪ぼくたちの胸からまっすぐにのびたレールは・・・みんなの顔が緊張していましたが、指揮

者の脇谷直樹さんのやさしい指導のもとだんだんほぐれて笑顔になってきました。休憩時間には地元で親子参加して

くれたひらき座メンバーからの宣伝と、５０００プロジェクトの山口直子事務局長からは取り組み状況をわかりやす

く、そして熱くお話ししてもらいました。休憩時間にぞうれっしゃの歌集に作曲者のサインももらえて大満足。本買

う？と迷ってた人もサインゲットし、私は内心これからも来てもらえる証・・・と嬉しかったです。 
 この日は、中日新聞瓦版の編集長が取材に来てくださり、来月記事を載せてくださると思いますが、今後、一緒に歌

ってくださるとのこと嬉しいです。この結団式で 3 名のうたごえ新聞読者が増えました。これからも応援よろしくお

願いします。ありがとうございました。                          尾張ぞうれっしゃ合唱団 伊藤さち子 

尾張ぞうれっしゃをうたう合唱団メンバー募集中 
今後の練習日程：12/3(水)18時半～ 12/21(日)13時半～16時 1/7(水)18時半～ 1/17(土)９時半～  

会場：にしび創造センター視聴覚室      会費：１回 大人 ５００円  小中高生 １００円  

（６月１４日 尾張のうたごえまつり（にしび創造センター）での演奏を目指しています） 
問合せ・連絡先：伊藤 さち子（TEL/FAX052-400-8344）monamonaka.8344@y6.dion.ne.jp 
 

あなたの街で「ぞうれっしゃ」の演奏会を！仲間の中でぞうれっしゃの練習会を開きませ

んか？ そして、来年 11 月 22 日ガイシホールで一緒に歌いませんか？ 
***************** ***************** ***************** ***************** ***************** 

「ぞう５０００プロジェクト」参加登録申し込み用紙（個人用）※ この用紙と登録費を提出されると「会員証」を発行します。 

氏名  電話番号  メールアドレス  

パート  〇で囲む ソプラノ１ ソプラノ２ アルト テノール バス 子ども 

住所 〒 

都道府県  所属合唱団  

登録費  一般 500 円、高校生以下 100 円 領収済み 未納 

mailto:zou5000@freeml.com


●ぞう 5000 プロジェクト第 2 回実行委員会を 10/25 に 26 名の参加で行いました。 
歴史に学び、現在・未来につなげていきたいと毎回小出隆司氏の歴史ミニ講座を行っています。10 月 25 日に行

われた第 2 回プロジェクト実行委員会では東山動物園の歴史（故北王園長時に鶴舞にあった動物園から 1937 年

に現在の東山に動植物園を開園。ドイツのハーゲンベック動物園から学び、当時は東洋一といわれた無柵式放養

の動物園を作った。）についての講義でした。小出先生の話を聞きたいという中村区のＷ母子 2 名が参加。その

後、中村ぞうれっしゃ合唱団の練習に参加し、ぞう 5000 プロジェクト会員に登録してくれました。新たに多治

見親子うたう会、愛知保母のうたごえ、ヴォ―チェ・アンタラーカから参加し、愛知の 8 地区各 400 名の歌い手

を組織しようと各団体、地区の活動について交流しました。岐阜は可児・多治見それぞれでの組織をお願いしま

した。所属合唱団で取り組みにくい時や空白地域はまず練習会を計画しよう！歌いたいという人を集めよう。ど

うしてよいか困ったときは事務局が全面的にバックアップ、各練習会には参加して盛り上げることを確認しまし

た。また、ワンコインの公開練習会や様々なところで「ぞうれっしゃ」の演奏を行っていきます。ぜひ、ご参加

ください。現在、実行委員 17 団体 39 名、呼びかけ人 62 名、ぞう 5000 プロジェクト登録者 163 名 

上記・歌い手募集！  ：申し込み・問い合わせ：090-6571-6528  （藤村） 
★ぞう 5000 参加団体の取り組み 
２０１５子どもの幸せと平和を願う音楽会「ぞうれっしゃがやってきた」賛同金 2000 円で鑑賞券 1 枚進呈 

日時＝2015 年１月 25 日（日）14：00 開演  会場＝名古屋市教育センター Ｅ-ｍａｉｌ：kiichiro2003@ybb.ne.jp   

主催：連絡先＝愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団 事務局：藤村記一郎 電話・ＦＡＸ：0561-58-4351  

練習日＝11/16（日）,11/29（土）,12/7（日）, 12/13（土）,12/21（日）,1/10（土）,1/18（日）,1/24（土） 13:30～

16:30 （１月は１日練習）場所：音楽プラザや中生涯学習センター、東山スカイタワーなど 

  ＜問い合わせ先＞清水則雄℡/Fax:：0568-81-0329  家田麻里℡/Fax:：0587-32-9300 

 

みなと医療生協（創立５５周年） ピースフェスティバル ぞうれっしゃがやってきた」 合唱団員募集中！ 

日時＝2015 年 7 月 5 日（日）  会場＝名古屋市中川区文化小劇場  団長 原 春久（医師）  

練習費  大人５００円子ども１００円（１回につき）   ＜問い合わせ先＞ 藤井茂（理事）☎052-413-3260 

練習日時&場所  レインボーセンター（協立ＨＰ北）１０/１８・１２/２０ １３時半～ 

○中村ぞう・アクテノン（中村区稲葉地公園内）                連絡先：同上 連絡先：北村 0567-95-6876 

○かにえコーラスいちご班（蟹江ライオンズマンション集会所・蟹江本町５丁目 100） 第 1・3 月曜日 10 時～ ↓ 

○あじさいコーラス班 （高畑生協診療所・中川区高畑５－１８２）月１回（土） １８時～ 連絡先：筒井 052-352-4909 
 

蒲郡市制 60 周年記念事業  
蒲郡ぞう親子うたう会みかん 15 周年記念コンサート 合唱構成「ぞうれっし  ゃがやってきた」 

日時=2015 年 3 月 21 日(土) 13:30 開演  会場=蒲郡市民会館中ホール      合唱団員募集中！ 
入場料=大人 1,000 円、 3 歳～中学生・障がい者 500 円 

＜問い合わせ先＞ 蒲郡ぞう親子うたう会みかん(立岩) gamagori_zou_mikan@yahoo.co.jp 

 

第 10 回たけのこコンサート合唱構成「ぞうれっしゃがやってきた」 

日時：12 月 13 日（土）18 時 14 日（日）13 時 30 分開演 会場：豊川市小坂井文化会館フロイデンホール 
入場券：一般 前売り 2,000 円 当日 2,500円  ４才～高校生・障がい者前売り 1,500 円 当日 2,000円 

主催：豊川親子合唱団たけのこ  ＜問い合わせ先＞事務局：中島 ℡/Fax：0533-93-5783 

12/13 東邦高校での「名古屋空襲犠牲者慰霊祭」で「ぞうれっしゃ」全曲演奏 

 とき；12 月 13 日（土）午前中 9 時集合 ところ；東邦高校 地下鉄東山線一社駅下車徒歩 12 分 打越交差点を北西方向へ 

市バス 一社駅 2 番出口の 3 番バス乗り場より『平和が丘』下車、徒歩約 2 分 

演奏曲；「ぞうれっしゃがやってきた」全曲   衣装；未定⇒参加確認表に記入をお願いします。 

 参加者；指揮：藤村  伴奏：ピアノ；夏目順子、フルート；塩川智代、ソロ：園長 山本高栄 

 
蒲郡市吹奏楽団第 75 回定期演奏会で「ぞうれっしゃよはしれ」を歌おう！    
とき；12 月 14 日（日） 14 時開演 ところ；蒲郡市民会館大ホール  

内容：第１部 映画音楽（指揮：水谷仁） 
    ＊ハリーポッター ＊カリブの海賊 ＊ニューシネマパラダイス＊アナと雪の女王 ＊シエラザード          そ

のあと「ぞうれっしゃよはしれ」1 曲吹奏楽と合唱（指揮：藤村） 

   第２部 青島広志ステージ 

日程；10 時集合 11 時頃ゲネプロ「ぞうれっしゃよはしれ」15 分  服装；それぞれの合唱団の服装   

 ＜要チケット＞前売り６００円  （2015 日本のうたごえ祭典ｉｎ愛知・大音楽会では蒲郡市吹奏楽団の伴奏で歌います） 
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