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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Ｎｏ12

文責：山口直子（2015．4．8）

2015 日本のうたごえ祭典 in 愛
＜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
ＨＰ http://zou5000.web.fc2.com/ E-mail：zou5000@freeml.com

TEL＆FAX

052-412-4036

Ｈ-ＴＥＬ:090-8185-5013
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被爆・戦後７０年 2015 日本のうたごえ祭典 in 愛知」大音楽会 11 月 22 日（日） 日本ガイシホール
激動の時代だからこそ、世代を超えた「ぞうれっしゃ」の練習会・演奏会を計画、組織して、各地から愛
知まで「ぞう列車」を走らせましょう！！

子どもの幸せと平和を願う５０００人の「ぞうれっしゃ」を未来に向けて歌い上げよう
29 年前の 3 月に創作初演され、同年愛知で開催された日本のうたごえ祭典で 1000 人のぞうれっしゃ合同を成功させ
て以来、全国津々浦々で様々なドラマを生み出し演奏されてきた「ぞうれっしゃがやってきた」。東山動物園のある地元
愛知で、史実を大切にした内容が伝わる演奏を作り上げよう！
Ａ．５０００人の合唱団員を実現させよう（会員証登
① あなたの街で「ぞうれっしゃ」の演奏会を！
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募ろう
② 身近な仲間と「ぞうれっしゃ」の練習会を！
（全国２０００人）
③ あなたの「ぞうれっしゃ」情報を！
Ｃ．愛知は全市からの参加者を作ろう。
④ ぞう 5000 合唱団登録を！
（各地区 400 人・愛知３０００人）
個人参加の登録も可能、初めての方も一緒に練習をして歌いましょう。
Ｄ．全国から「ゾウ列車」を走らせよう。

≪演奏≫祭典全国実行委員会を経て大音楽会 3 時間
30 分に短縮。それに伴い、「ぞう 5000」のステージも 30 分から 25 分に短縮されました。
指揮：藤村記一郎（作曲者） 伴奏：蒲郡市吹奏楽団
園長：増原英也（バリトン） ぞう使いの娘ソロ：伴真由子（ソプラノ）
演奏曲：約 25 分バージョン （1 抜粋．２．４．５．７．９抜粋．１０．１１）
１サーカスの歌（ワンコーラスでカット）、２ぞうを売らないで（ぞう使いの娘ソロ）、
４．動物園へようこそ、５．動物を殺せ、７．いくさの終わる日まで、９ぞうをかしてくだ
さい（前半児童合唱のみ）１０．ぞうれっしゃよはしれ、11．平和とぞうと子どもたち
合唱楽譜：合唱構成「ぞうれっしゃがやってきた」音楽センター発行（1200 円）
全音楽譜出版社発行（1400 円）絶版 どちらでもよいです。
歌詞の訂正：７いくさの終わる日まで 内
おなかをすかして アドンが死んだ。➡ おなかをすかせて アドンが死んだ
お願い

合唱参加希望者は「ぞう 5000 プロジェクト」にご登録ください！
ぞう 5000 プロジェクト登録 ➡

zou5000@freeml.com ：家田麻里（愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団）
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 高校生以下障がい者・介助者：100 円
●登録締め切り：8 月 31 日
●親子３代からの参加家族・外国人・本物のゾウ列車体験した方は登録費無料
●メールにてご連絡ください。折り返し参加登録用紙とお知らせ（登録の仕方詳細について）をお送りします。
ホームページからもダウンロードできます。 http://zou5000.web.fc2.com/
●登録費振り込み ゆうちょ銀行＊記号 12100 番号 69765301 名義人 武久貴美
＊店名 二一八（ニイイチハチ） 店番 218 預金種目 普通預金 口座番号 6976530
★登録費はぞう 5000 プロジェクト実行委員会の運営費・会員証作成費・通信費などに充てさせていただきます。また、演奏時
の移動を最小限にした配置を作るため団体別を基本に個人登録とさせていただきます。ご理解、ご協力をお願いします。
★大音楽会は夕方開演。その入場券一般 3500 円 高校生以下・障がい者 1000 円（座席が必要な人）が別途必要です。
★移動時間を減らすことと、どこかに待機をして大音楽会が鑑賞できないということがないよう、ぞう 5000 の演奏者席は舞台
後方になります。モニターでの鑑賞となりますが、必ず座席は確保されます。
★現在愛知、岐阜の 13 団体から 14 人の事務局メンバーを含む 40 人の実行委員で 1～2 か月に１度の事務局会議と実行委
員会を開催して、ぞうれっしゃの練習会を各地で開く運動を作りながら準備を進めています。
○実行委員長：小出隆司（原作者） ○副実行委員長：清水則雄（作詞者） 藤村記一郎（作曲者）（愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団）
○事務局長：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） ○事務局次長：鮫島信子（中村ぞうれっしゃ合唱団）
○財政：武久貴美（親と子のみどりの杜合唱団）・ 林 明子（愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団）

○名簿管理：家田麻里（愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団）○会員証作成：太田裕介（親と子のみどりの杜合唱団）
○ホームページ管理：近藤直門（春日井ぞうれっしゃ合唱団代表）
○組織委員長：藤井 茂（中村ぞうれっしゃ合唱団団長） 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」）
○若者プロジェクト：立岩佳奈（蒲郡ぞう親子うたう会みかん代表）安藤咲（福島の思いつたえ隊）
○事業部：加納尚美（親と子のみどりの杜合唱団） 河﨑美栄子（蒲郡ぞう親子うたう会みかん）

ぞう５０００プロジェクト呼びかけ人 （85 人

2015 年 4 月 8 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（愛知・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員）/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・協立総合病院名誉院長）/山田寿代（ヒサムラダンススクール講師）/佐藤康尚 (杉並・練馬ぞうれっしゃ合唱団)/大谷敏彰
（福島・教育のうたごえ・なごみ～ず代表）/永山園子（神奈川・藤沢合唱団事務局長）/須田雅子（憲法 9 条をまもる瀬戸の会・アーティクル 9 代表）/榊原あ
きひろ（大阪北部うたごえサークル協議会副議長）/渡辺享則（長野合唱団指揮者・日本のうたごえ全国協議会副会長、教育部会責任者）/伊藤保憲(東邦
高等学校 国際交流室長)/塩川智代（保健師・フルート奏者）/キム ジョンスク (ピアニスト・日朝芸術文化交流協会副会長)/新庄佑三(市民合唱団 Peace
Call)/山本則幸(関西合唱団団長・松原ぞうれっしゃ合唱団、コーラス３びきのくま指揮者)/夏目順子（ピアノ奏者・ピアノ教師）/清 玲麻（愛知子どもの幸せ
と平和を願う合唱団）/北嶋佳寿子(愛知県歴史教育者協議会副会長)/栗栖慎一(合唱ユニットどすこい団長)/久保山千可子（ル‘セルクルミュージック
（音楽教室）、少年少女みなみ代表）/溝口弘子（アジア・ボランティアネットワーク東海）/大平利成（青森県うたごえ協議会）/脇谷直樹（名古屋青年合唱団）
荒木紀理子（川口ぞうれっしゃ合唱団代表）/依田保之（川口ぞうれっしゃ合唱団指揮者）

ぞう 5000 プロジェクト登録者３３１名/5000 人～もっともっと増やしたいです！
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（岐阜）、リカンターレ（岐阜）、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、市民合唱団 Peace Call、京都乙訓教職員合唱団杉の子クレッシェンド、福島教育のうた
ごえ なごみ～ず、名古屋青年合唱団、チアリーディング「にこりーず」、尾張ぞうれっしゃ合唱団、武生センター合唱団、
守山ぞうれっしゃを歌う会、みなとぞうれっしゃ合唱団（東京）、 所属・個人の皆さん

★ぞう 5000 全国合同練習会★

ダイナミックな吹奏楽の伴奏で練習を！一人でも参加 OK

💛💛蒲郡市民会館では蒲郡市吹奏楽団と一緒に合唱の練習会をします。

●１回目：５月１０日（日）１０時～１６時 蒲郡市市民会館（約 1600 名定員） 指揮:藤村記一郎
12～13 時昼食休憩 各自持参 13 時～園長：増原英也さんが横浜から参加。
＊５月９日（土）蒲郡荘でお泊りぞう５０００交流会（18 時から交流会のみ参加可）交流会大人 3500 円

子ども 2000 円

宿泊・交流会申し込み・問い合わせ：清水則雄（090-8674-3028 ns916bd@docomo.ne.jp ）

●２回目：９月１９日（土）13:30～16:30・会場未定 ぞう合同合唱練習会
●３回目：１０月１１日（日）１０時～１６時 蒲郡市市民会館 （指揮・園長・ぞう使いの娘が参加）
※ いずれも練習参加費：大人５００円 子ども（高校以下）・障がい者:１００円
どなたでも参加できます。ダイナミックな吹奏楽の伴奏で練習しよう！

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（火・祝）10 時～場所：東山動物園レクチャーホール
1986 年のぞうれっしゃの初演から 29 年が経ち、これまでに多くの方がぞうれっしゃをうたってきました。今までにぞうれっしゃ
を子どもパートでうた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

じだけ年を重ね、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。全国からの参加もお待ちしています！
内容:ぞうれっしゃ大合唱/ぞうれっしゃの思い出スライドショー/若者版うたごえ喫茶/小出隆司さんと動物園見学 ほか

問い合わせ先:：ぞう 5000 若者プロジェクト代表：立岩佳奈

zou5000@freeml.com

ぞう５０００プロジェクトとして演奏します。一緒に歌いましょう。
★２０１５愛知のうたごえ「名古屋・尾張東部のうたごえフェスタ』 みんなでつくる音楽会
日時：５月２４日（日）１３:３０開演 会場：名古屋市名東文化小劇場 ぞうれっしゃ合同演奏（１０分）あります
参加費：一般１０００円 高校生以下・障がい者：５００円 ＊プレ企画（３/２２午後東山スカイホール）でも演奏します。
≪連絡先≫水野恵子 電話：０９０-４１１３-９４９７ Ｆａｘ：０５２-７９３-４８７１ Ｅ－ｍａｉｌ：ｍ－ｃｌｏｖｅｒ＠ｇｃｔｖ．ｎｅ．ｊｐ

★2015 名古屋中地区にうたごえフェスティバル ～いのちひからせてコンサート～
日時：5 月 29 日（金）19:00～20:30 会場：天白文化小劇場 ぞうれっしゃよはしれ・平和とぞうと子どもたち演奏
演奏参加費：大人５００円 高校生以下・障がい者無料 入場料：一般１０００円 高校生以下・障がい者５００円
≪連絡先≫山口直子 電話:０９０－８１８５-５０１３ Ｆａｘ：０５２-４１２－４０３６ Ｅ－ｍａｉｌ：naoko-you＠ｑｃ.commufa.ｊp

★ヒロシマ・ナガサキ「被爆７０周年記念事業」原爆犠牲者を偲ぶつどい 主催：愛友会
日時：8 月 3 日（月）13:30～15:00 会場：名古屋市公会堂大ホール
合唱参加者募集！
午前中・リハーサル 午後本番 演奏：ぞうれっしゃ３０分バージョン
指揮：藤村記一郎 ピアノ：夏目順子 フルート：松坂仁 園長：山本高栄（バリトン）

愛知の各合唱団・各地区の様々な動きを紹介します！

どなたでも参加できます。問
合せ・申し込みは事務局まで

ぞう 5000 プロジェクトではぞうれっしゃの練習会を各地区で開催し、ワンコイン（大人 500 円、高校生以下・障がい者
100 円）で公開練習とし、どの会場にでも練習参加できるようにしました。お気軽にご参加ください。

名古屋・尾張東部
●「守山ぞうれっしゃを歌う会」を発足!
４月１２日（日）13:30～ 守山診療所 あいあいルーム
≪連絡先≫徳田美智子 090－1287－6093・ 052－794－3980 福井啓子

指揮：石原伸祐、ピアノ：尾関記久子
090－8152－5794・ 052－798－2007

●親と子のみどりの杜合唱団「ぞうれっしゃ練習会」
指揮：藤村記一郎
ピアノ：広江さき/島田利津枝
5 月 3 日（日）１３:３０～１５:３０ 相野山福祉会館 会費：1 回大人 500 円 小中高校生 1 回 100 円
≪連絡先≫武久貴美 0561-38-3978 加納尚美 0561-72-6310
尾張ぞうれっしゃ合唱団
指揮:脇谷直樹 ピアノ：阿部貴子
４月１８日（土）９時半～５月６日（祝）１８時半～５月１０日（日）１３時半～６月３日（水）１８時半～
会場：にしび創造センター
《連絡先》伊藤さち子：電話/Fax:052‐400‐8344 携帯 090‐6599‐3950
※６月１４日（日）午前リハーサル午後尾張うたごえまつり第２部合唱構成「ぞうれっしゃがやってきた」
４月 11 日（土）9 時半～12 時にしび創造センター視聴覚室 会費：1 回大人 500 円 小中高校生 1 回 100 円
みんな集まれ！！尾張のうたごえまつりで「ぞうれっしゃ歌うよ」プレ企画大うたう会
応援に来てね！！

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」

日時＝2015 年 7 月 5 日（日） 午前の部:１０:３０開演 午後の部：１４:３０開演 いずれも第２部で演奏
会場＝名古屋市中川区文化小劇場 入場料＝大人１０００円 高校生・障がい者５００円
指揮：脇谷直樹 ピアノ：高橋千佳 フルート:大海輝子

園長：水谷和樹 ぞう使いの娘： 久保田道子

練習会
練習費：大人１回５００円 子ども無料
＜問い合わせ先＞ 藤井茂（理事）☎052-413-3260
＊みなと医療生協：会場：みなと協立病院北隣りレインボーセンター
・5 月 16 日（土）・6 月 20 日（土）・13:30～16:00 7 月 4 日（土）午後リハーサル
西北：中村ぞうれっしゃ合唱団：指揮：脇谷直樹 ピアノ：林郁野 練習費：大人１回５００円 子ども無料
4 月 12 日（日）・5 月 24 日（日） 9:30～12:00 会場:アクテノン
＜連絡先＞藤井茂：052-413-3260

西三河：豊明ぞうれっしゃ合唱団を立ち上げます！指揮：藤村記一郎・脇谷直樹 ピアノ：阿部美千子
●結団式：5 月 9 日（土）14～16 時 豊明市立南部公民館４F 視聴覚室

小出隆司氏の話・紙芝居・練習

5/17(日)6/13・20（土） 7/4(土)26(日) 8/1・8(土) 9/13（日）・19(土) 10/４（日）・17（土） 11/7・14（土）14～16 時
≪連絡先≫佐藤博志 電話・Fax0562-93-4407 携帯 090-3454-2065 間瀬滝子 電話・Ｆａｘ0562‐93‐1145

東三河：ぞうれっしゃ豊橋練習会を開催！大きな一歩・次回も成功させたい会費：５００円（子ども１００円）
４月 26 日（日）９：30～11：30 豊城地区市民館
指導：小杉眞知子 伴奏：中村はるみ、
《連絡先》ぞうれっしゃ豊橋練習会事務局 TEL: 090 – 8956 - 0604 （小南）

●６月６日（土）『東三河平和を願ういのちの音楽会』でぞうれっしゃよはしれを歌います。
名古屋中地区：愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団ぞう練習会
指揮：藤村記一郎 ピアノ:夏目順子
4/11（土）・5/6（水・祝）中生涯学習センター・ 6/7（日）・7/5(日)・8/1(土)（会場未定）

いずれも 13:30～16:30

≪連絡先≫事務局藤村記一郎：℡・Ｆａｘ：0561-58-4351 Ｅ－ｍａｉｌ：kiichiro2003@ybb.ne.jp

国際交流の取り組みもすすんでいます！

＊練習会をそれぞれ計画します。（藤村）
名古屋朝鮮初級学校合唱部の子どもたち、「国際子ども学校」にかようフィリピンの子どもたちが参加します。

全国からの情報紹介💛💛登録もはじまっています！
2 月 22 日 《子どもの幸せを希う・福島・親と子のうたごえ》結成セレモニー

ここから 100 人へ

一昨年多くの方々の応援を受け、子どもたち、保護者の皆様と一緒
に 「福島発ぞう列車」を走らせることができました。（その時の様子
はＮＨＫでも放映されました。あの時、「今ぞう列車は未来に向け走
り出したに過ぎない」と私は述べました。）大人が引いたレールに子
どもを歩ませるのではなく、大人と子どもが一緒になって、この福島
の新しい文化を切り拓いていく・・そのような取り組みが必要なのだ
と思います。福島の「復幸」を子どもの幸せを「希（ねがい）」一緒に
歌うことから始めてみませんか・・・。 今、「一緒に・・・」ということが
大切なことはないのではないかと思います。子どもたちの夢を何より
大切にし、大人の夢と重ね合わせ、その実現に向けて、一緒にゆっ
くりと歩み出していきましょう。 福島市立下川崎小学校教諭大谷敏彰
これは震災・原発事故で引き裂かれた福島の人た
ちが、もう一度１つになるための一助になるのではないかと考えました。この福島で未来を担う子供たちと、その子供たちを支え
る大人が一緒に歌い、『福島の再生』を考えるきっかけとしていきましょう。

●6 月

田村市文化センター 『ぞうれっしゃがやってきた』公演（日程調整中）
電話：090-7662-8226 FAX：024-567-6373 naocchi_morimori@yahoo.co.jp

連絡先：森田直美

2015 全国教育のうたごえ祭典ｉｎおきなわ

吹奏楽の伴奏で全国合同「ぞうれっしゃ」演奏をします。
8 月 22 日（土）合唱発表会・男女共同参画センターてぃるる（那覇市内）参加大人 500 円 小中高・障がい 100 円入場無料
23 日（日） 大音楽会・浦添市てだこホール一般１５００円 高校生以下・障がい者５００円（出演者は一般１０００円高校生
以下・障がい者１００円）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。
≪連絡先≫石垣潔（実行委員長） ＜TEL/FAX＞ 098-876-3016 ＜E-mail＞ atempo1001@gmail.com

北陸（福井・石川・富山）のうたごえ全体で「ぞうれっしゃ」を取り組むことに決定！！
●8 月 29 日（土）14 時～富山・高岡文化ホール 『大空へ飛べ 2015―つながろう！歌と笑顔でー 第 3 部ぞうれっしゃ
●10 月 12 日（月・祝）第 59 回国鉄のうたごえ祭典ｉｎ福井 ハーモニーホールふくい大ホール大音楽会「ぞう演奏あり」

木下サーカスのテント内で「ぞうれっしゃ演奏」第 3 弾！6/14.金沢、

8/15 京都で第 4 弾も！

3 月 31 日木下サーカス奈良公演会場で、大阪のうたごえの高砂さん、上村さん、湯川さん３人と石川のうたごえの小林さんと藤
村さんと５人で、木下唯志社長と打ち合わせしました。木下サーカスの金沢公演（４～６月）、京都公演（７～９月）のなかで、「ぞ
うれっしゃ」演奏を実現するための打ち合わせです。●いずれも歌い手・付き添いは鑑賞金額は当日券の半額・・150 名募集

●金沢公演 ６/１４（日）１５：４０の公演の最初の１０分間 指揮：藤村記一郎
●京都公演 ８/１５（土）１５：４０の公演の最初の１０分間 指揮：山本則幸

※参加希望者はご連絡下さい。

大阪祭典から「ぞうれっしゃネットワーク」として発展 9/6 オール大阪「ぞうれっしゃ」コンサート
福岡：木下サーカスで「ぞうれっしゃ」演奏 第 2 弾！大成功！！7 月の九州国際フェスティバルへ
●九州国際フェスティバル 7 月 20 日（月・祝） 会場：アクロス福岡シンフォニーホール「ぞうれっしゃがやってきた」、
≪連絡先≫九州国際フェスティバル久保山千可子 TEL：090-7384-0405

神奈川ぞうれっしゃネットワーク

《連絡先》神奈川ぞうれっしゃ井之下 045-846-6288

7 月 19 日（日)鳩の森愛の詩保育園 30 周年記念コンサート 会場:神奈川県民ホールぞうれっしゃ抜粋演（1.3.10.11)
8 月 30 日（日)川崎ぞうれっしゃ演奏会 川崎市教育文化会館大ホール（入場無料)
練習 3/8～8/29 3～5 月：10 時～12:30 6～8 月：13 時～15:30 参加費:子ども 3000 円、大人 5000 円
新潟１１月２９日（日）第三回北区うたの祭典コンサート（新潟市北区文化会館）で「ぞう」を！
核になる曲として「ぞうれっしゃ・・・」を取り組みたいと考えております。の
合唱団「樹」五十嵐尚子
青森のうたごえ「平和のつどい」をきっかけにぞう 5000 に合流を 大平利成（うたごえ新聞 3 月 16 日号参照）
日うた総会時大平さんと中坪さんがぞうれっしゃの家訪問に参加してくれました。20 年前の青森ぞうれっしゃの掘り起し、
地域に密着したぞうれっしゃを作ろうと 9 月の平和のつどいに小出隆司氏を招いてスタートを切りたい。
昨年、練馬でぞうれっしゃを歌う会から練馬ぞうれっしゃ合唱団へと発展。2 ケタで参加！ 佐藤康尚

絶賛発売！DVD「ぞうれっしゃがやってきた・歴史編」2000 円 （取り扱いもしています）
ぞうれっしゃってなあに？に答える。故北王園長、小出隆司氏の話、本物のぞう列車の映像や初演、各地での演奏映像など
を交え、ぞうれっしゃの本質を分かりやすく解説。

★次回ぞう 5000 プロジェクト第７回実行委員会：５月２日（土）10～12 時 音楽プラザ第 2 控室
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！（１ページの事務局まで！）

