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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,６
文責：山口直子（2014．11.22）
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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被爆戦後７０年、激動の時代、歴史の節目に開催する

「2015 日本のうたごえ祭典 in 愛知」大音楽会

５０００人のぞうれっしゃ合同へ
①あなたの街で「ぞうれっしゃ」の演奏会を！
②5000 人ぞう合同にむかう練習会を！
③全国の「ぞうれっしゃ」情報を！
④５０００ぞうれっしゃ合唱団登録を！

★今後の予定★

Ａ．５０００人の合唱団員を実現する（会員証登録番号
を増やし積み上げていく）
Ｂ．全国のすべての都道府県からの参加を達成する
（全国２０００人）
Ｃ．愛知は全市からの参加者を達成する。
（愛知３０００人）
Ｄ．全国から「ゾウ列車」を走らせる。
Ｅ．親子３代からの参加家族は登録費を無料とする。
Ｆ．外国人の登録費も無料とする。
Ｇ．本物のゾウ列車体験した方は登録費無料

≪ぞう合同練習会≫
💛蒲郡市吹奏楽団（本番伴奏）と一緒に合唱
の練習会をします。
●１回目：２０１５年 ５月１０日（日）蒲郡市市民会館（約 1600 名定員）
●２回目：２０１５年１０月１１日（日）蒲郡市市民会館

若者プロジェクト企画 ≪ぞうれっしゃ大同窓会 in 東山動物園≫
日にち：2015 年 5 月 5 日（日） 場所：東山動物園
今までにぞうれっしゃを子どもパートで歌ったことのある方を募り、「ぞうれっしゃ大同窓会」を名古屋の東山動物園で開
催します！！あなたと同じだけ歳を重ね、それぞれの道を歩んでいるぞうれっしゃを歌った仲間たちと久しぶりに会って、
あの頃と同じように歌い合い、語り合いませんか？今も連絡を取り合っている方を誘い合ってご参加ください！一緒に取り
組んでくれる若者募集中！
ぞう 5000 若者プロジェクト代表：立岩佳奈

■ぞう 5000 プロジェクトに登録していた
だくと、会員番号入りのかわいい会員証
を発行します。
登録費：大人５００円 高校生以下 100 円、
障がい者・介助者 100 円
➡ zou5000@freeml.com へ
■ぞう５０００プロジェクトの趣旨に賛
同し広げていただく「呼びかけ人」も募
集中！
どんな方でも趣旨に共感してくださる方
なら有名無名関係なくひとりの呼びかけ
人として名を連ねてください。

歌声は希望の光！歌声は平和の力！！！
歌声は人と人をつなぎ幸せを広げる力！！！
≪5000 人プロジェクトのスタートにあたり≫
絵本『ぞうれっしゃがやってきた』著者

小出

隆司

本日は、ぞう列車の発祥地東山動物園で 5000 人合唱プロゼクトの発会式を開催できますことを名古屋市・東山動植物
園の職員関係者の皆様方に心より感謝を申し上げますと共に、全国のぞうのなかまたちと共に喜びを分かち合いたいと
思います。
東山動植物園は、1937 年の春に当地に開園され多くの子どもたちをはじめ世代を超えた多くの人びとに夢と希望を与
え続けてくださいました。動物園は関係者の皆様のご努力で様々な時代の試練を乗り越えて時代と共に進化してこられま
した。心より敬意を申し上げます。この間、多くの歴史に残るエピソードを創られそれぞれの時代に生きた人びとに、貴重
な教訓と、生きる力を与え続けて下さっています。そのひとつに現代の民話【象列車】の物語があります。1975 年、小学校
1 年生の子どもたちにせがまれてはじめた実践で北王初代東山動物園園長さんはじめ、【象列車】に関わられた多くの
方々のご協力を得て子どもたちの教材として『ぞうれっしゃがやってきた』をパンフレットにまとめさせていただきました。
戦時下で命がけの〈愛象物語〉に関わられた人々、戦争で打ちひしが
れた子どもたちの心に占領下でありながら『象列車』を走らせ、生きる
喜びと夢と希望を持つことの大切さを具体的に実現させた当時の
方々に、子どもたちはもとより全国の多くの人々の共感が寄せられまし
た。そしていろんな分野で活用され国の内外に広められてきました。
さて、本日は 2015 年 11 月、全国から参集される【ぞうれっしゃのな
かまたち】による 5000 人合唱を成功させる取り組みのスタートです。楽
しく元気いっぱい取り組みましょう
（←６/22 けやきの木保育園で保育士、父兄・卒園児など約 90 名に講演をする
小出隆司氏）
（結団式ニュースより抜粋）

ぞう５０００プロジェク
ト呼びかけ人 （64 人 2014 年 11 月 22 日現在）
小出隆司（「ぞうれっしゃがやってきた」原作者）/清水則雄（「ぞうれっしゃがやってきた」作詞者・愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団団長）
/藤村記一郎（「ぞうれっしゃがやってきた」作曲者）/近藤直門（春日井ぞうれっしゃ合唱団代表）/石原則義（もと愛知子どもの幸せと平和を
願う合唱団団長）/山口直子（福島の思いつたえ隊・愛知のうたごえ協議会常任委員）/藤井茂（中村ぞうれっしゃ合唱団団長）/鮫島信子（中
村ぞうれっしゃ合唱団・愛知のうたごえ協議会常任委員）/加納尚美（親と子のみどりの杜合唱団団長）/山下恵子（豊川親子合唱団たけのこ
団長）/立岩佳奈（蒲郡ぞう親子うたう会みかん代表）/
間瀬滝子（いのちをはぐくみ平和を願う合唱団「ほっと夜明け」代表）/河﨑美栄子（蒲郡市職員いきいきコーラス部・蒲郡ぞう親子うたう会みか
ん）/家田麻里（愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団）/林明子（愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団）/伊藤百合子（いのちをはぐくみ平和
を願う合唱団「ほっと夜明け」）/長坂智志（港区中川学童保育所指導員）/荒川加奈子（岐阜・ワンダーランド代表）/奥村陽子（岐阜・ワンダー
ランド）/平野とも子（指揮者）/安藤咲（愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団）/青木美磨（愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団）/松本允韶
（愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団）/立川努（愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団）/高木くみ子（岐阜・ワンダーランド）/植田健男（名
古屋大学教育学部附属中学・高等学校校長 大学院教育発達科学研究科教授）/杉原幸子（大垣）/小林勉（石川のうたごえ協議会事務局
長）/岩本達明（指揮者）/中妻雅彦（愛知教育大学教職大学院 教授）/稲吉初美（蒲郡市吹奏楽団団長）/山本恵造（大阪・指揮者）/中嶋
哲彦（名古屋大学 教授）/高砂保子（吹田ぞうれっしゃ合唱団代表・大阪のうたごえ協議会事務局長）/寺井保（奈良ぞうれっしゃがやってき
た交流センター代表・指揮者）/寺井真知子（女声コーラスはなみずき 代表）/森田直美（福島市立下川崎小学校保護者）/細江幸右（春日
井九条の会事務局長）/山本高栄（合唱指揮者・声楽家・名古屋市立中学校教員）/齊藤清巳(福井センター合唱団指揮者)/井之下勝彦（神
奈川ぞうれっしゃネットワーク事務局長）/森さよ子(三重・すいすいごんぼ)/会沢芽美(シンガー)/校條均(（第 30 回全国教育のうたごえ祭典 in
多治見実行委員長・獣医師)/愛葉千景（蒲郡市職員互助会いきいきコーラス部・保育士チアリーディングにこりーず）/道家桂（三重のうたご
え協議会議長）/小島俊樹（名古屋市立高等学校教員組合 執行委員長）/石山久男（歴史教育者協議会会員）/白谷元弘（東三河うたの学
校・愛知教職員合唱団きぼう）/川上貴子（竹田混声合唱団事務局）/津波多佳子（神奈川・合唱団たんぽぽ）/佐々木淑子（神奈川・詩人）/
守屋博之（日本のうたごえ合唱団音楽監督）/徳田美智子（愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団）武久貴美(親と子のみどりの杜合唱団)木
村重芳（飯酒屋 菜萌・中村区在住）/伊藤さち子（ヴォーチェ・アンタラーカ代表）/平井麻栄（愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団 後援
会）/林 郁野（中村ぞうれっしゃ合唱団伴奏者）/藤田百合子（豊川親子合唱団たけのこ）/清水由紀子（愛知子どもの幸せと平和を願う合唱
団）/川村ミチル（俳優・演出家・劇団そらのゆめ代表）/原春久（みなと医療生協ぞうれっしゃ合唱団団長・協立総合病院名誉委員長）/山田
寿代（ヒサムラダンススクール講師）

ぞう 5000 プロジェクト登録者所属団体
愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団・親と子のみどりの杜合唱団・中村ぞうれっしゃ合唱団・いのちをはぐくみ平和を願う合
唱団「ほっと夜明け」・蒲郡ぞう親子うたう会みかん・豊川親子合唱団たけのこ・ヴォ―チェ アンタラーカ・港区中川学童保育
所・ワンダーランド・リンカーレ・多治見親子うたう会・あいち保母うた・福島の思いつたえ隊・愛知教職員合唱団きぼう：東三河
うたの学校・春日井ぞうれっしゃ合唱団・蒲郡市職員いきいきコーラス部・みなと医療生協ぞうれっしゃ合唱団・福島県下川崎
小学校父兄と子どもたち・金沢紫金草合唱団・東京都教職員合唱団「若樹」・うたごえ喫茶燦々・愛媛合唱団・個人

登録会員数 174 名 /5000 人
全国からの登録もはじまっています！
金沢紫金草合唱団から７名が結団式に参加・登録。

金沢紫金草合唱団・小林勉
2017 年に石川である日本のうたごえ祭典を「ぞうれっしゃ」全曲演奏に取り組んで成功させたいとぞう 5000 プロジェクト結
団式に金沢から 7 名が参加。参加者は「石川でやれたらイイナァー」との思いを強くしたと思います。当然、その前の名古
屋に「歌って、参加する」という事です。金沢の女性の市会議員が、「子どもの頃、親と一緒に歌ったよ」との話が出てきたり、
今度交代する女性の市会議員のつれあいが「わしは、ぞう列車に乗って、見に行った」との話もできました。石川の場合は
「歴史をつなげて、気持ちを新たにした」取組みが大切なのかなとも思っています。

福島発ぞうれっしゃを走らせたい

2013 年 8 月ぞうれっしゃ修学旅行に来名した福島市立下川崎小学
校 6 年生と横断幕を作って見送ってくれた JR 福島駅の職員

福島市立下川崎小学校保護者・森田直美
福島からも来年、愛知へ行けないかと検討中です。
去年お世話になった現中学１年生１３人、来年６年
生になる子どもたち１８人に提案をしています。来年
中学２年生になる子どもたちは、学校や部活の兼合
いがあり、また来年６年生になる子どもたちも来年度
の学校体制が決まらない中での提案のため、すべて
が未知数ですが、戦後７０年の節目に再び『福島発
ぞうれっしゃ』が実現することを願って活動していきた
いと思います。このプロジェクトの成功に少しでも力
になれれば幸いです。日本は再び戦争への道を選
択しているように感じられます。しかし、それは子ども
たちのためにも阻止しなければいけないと強く感じま
す。私たち一人一人の力は小さいけれど、多くの人
が集まり、大きなうたごえを届けることで、この不穏な
世の中に一石を投じられればと思います。

2013 年大阪での 1000 人のぞうれっしゃ合同を 2015 年愛知につなげよう
打ち上げで、2015 年大阪から何百人で参加をしてくれると本番指揮者で作曲家の藤村記一郎氏と約束した大阪のぞう
れっしゃ合同メンバー。祭典事務局長で吹田ぞうれっしゃ合唱団の高砂保子さんから大阪でぞうれっしゃを取組んでいる
8 団体の代表の連絡先を伺っています。

「2015 全国教育のうたごえ in おきなわ」でもぞうれっしゃがはしります！
子どもの幸せと平和を願ううたごえをひびかせよう！趣旨に賛同される方はどなたでも参加できます。
2015 年 8 月
浦添市 開催調整中
「ぞうれっしゃ」全曲演奏・石垣潔（実行委員長） ＜TEL/FAX＞ 098-876-3016 ＜E-mail＞ atempo1001@gmail.com

呼びかけ人メッセージより
山本恵造（指揮者）：愛知祭典の成功、平和を願うぞうれっしゃの成功、うたごえの未来の担う子ども達のたくさんの参加の
力になるよう呼びかけて行きます！
守屋博之（日本のうたごえ合唱団音楽監督）：「ぞうれっしゃがやってきた」が創られたことによって、私たちは運動を大きく広げ
ることが出来ました。子どもと大人による演奏形態と、一度聞いたら忘れられないような、躍動的で楽しい音楽
によって、それまでうたごえ運動を知らなかった若いお母さんやお父さん達も、私たちの輪の中にどんどん参
加してくれるようになりました。30 年の間にこれほど多く演奏された組曲は世界中探してもないでしょう。また、
ここ何年も日本のうたごえ祭典でこの曲が演奏されなかったことはありません。発祥の地名古屋での演奏がど
んなに素晴らしいものになるか今から胸が躍ります。がんばって成功させましょうね。
岩本達明（指揮者）：愛知から 平和のうたごえの大きなうねりを創り出してください。
平井麻栄（愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団 後援会）:子どもの頃“ぞうれっしゃ”に巡り合い、“愛知子どもの幸せと平
和を願う合唱団”の皆様と共に貴重な経験をしながら育てていただいて、今日に至っています。今はミュージカ
ル等のステージや、大学、専門学校等で音楽の楽しさを伝える仕事に当たっていますが、“ぞうれっしゃがやっ
てきた”の素敵さ、大切さを胸にして、これからもずっとうたい続けていきたいと思っています。
会沢芽美（シンガー）：初めて沖縄にぞうれっしゃの歌が響いたのは 1993 年…今から 20 年以上前の事です。その後
も回を重ねながらこの島のどこかで上演されてきました。沖縄の子どもたちは本物の汽車や電車を見
た事がありません。ぞうへのあこがれ、汽車に乗る事のあこがれが、あんなにも楽しげな歌声と
になってより一層心に響くのだと思います。ぞう 5000 の成功をはるか南の島からも祈念しています。

愛知からの様々な動きを紹介します！

尾張地域にぞうれっしゃ合唱団を立ち上げました！

ヴォーチェ・アンタラーカ代表伊藤さち子
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。：来年の日うた in 愛知を成功させるために何か自分にできる事
を・・・と考えました。ぞうれっしゃについては自分が２９年前に感動した思いをサークルのみんなにも味わってもらいたい。
尾張地域で、うた協に加盟しているのはヴォーチェアンタラーカしかなく、賛同金の訴えや日うたをみんなのものにするた
めには主体的になれる何かを提案し、加盟団体を増やしたいという訳で、西北地域から独立して３回目の尾張うたごえま
つりを成功させてきた尾張地域で、もう一回り力をつけるために尾張ぞうれっしゃ合唱団をつくり、うたごえまつりに参加し
ていないサークルや合唱団、個人に幅広く声をかけ来年の尾張うたごえまつり（６月１４日予定）で園長役など応援もいた
だきながら「ぞうれっしゃがやってきた」を演奏したい・・・。そして、ぞう５０００プロジェクトに加盟してもらい、日うた in 愛知に
はそれぞれがお客さんでなく主体的に参加し、大いに楽しんでもらいたいのです。私は昨年からうたの学校に入校したこ
とにより日うたで歌って参加するという醍醐味を体験させてもらっていますが、今までは近県での開催のみ鑑賞に出かけて
いました。ぞうれっしゃだったら、子どもから大人まで参加できるし念願の「歌って参加」を多くの人に体験してもらえる・・
愛知での２９年ぶりの日本うたごえ祭典をたくさんの人と力を合わせ成功につなげたいと思います。

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

主催：豊川親子合唱団たけのこ

４才～高校生・障がい者前売り 1,500 円 当日 2,000 円

＜問い合わせ先＞事務局：中島 ℡/Fax：0533-93-5783

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）「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
賛同金 2 口 2000 円で招待券プレゼント
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
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
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

ゃがやってきた」
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

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

あなたの街の「ぞうれっしゃ」情報をおよせください！待ってま～す！（事務局）

