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日本のうたごえ全国協議会　会長　田中嘉治
　創立６０周年記念音楽会の開催おめでとうございます。
　この国の精神である日本国憲法が今日ほど危険に晒され
ているときはありません。
　同 9条では「戦争をしてはならないし、軍備を保有して
はならない」、「この理想の実現は、根本において教育の力
にまつべきものである」( 教育基本法 ) と、謳っているに
も拘わらず為政者自らが、「軍隊を常設し米軍基地を拡大」、
「旧憲法の精神と教育勅語を復活」させようとしており、
現憲法を尊重、擁護する義務 (99 条 ) を完全に放棄してい
ます。
　平和といのち、憲法のこころを高らかに歌い上げる今コ
ンサートが多くの人々から期待が寄せられているのも、職
場、地域に根ざし、南部のすみずみにうたごえを広げてき
たこの 6０年の年輪とその蓄積があればこそです。
　貴合唱団が、来年 1月に開かれる 7０周年記念日本の
うたごえ祭典成功の大きな一翼を担われ、東京南部のすみ
ずみにうたごえを広げる先頭に立って活躍し前進されるこ
とを期待し、ともに頑張る決意を表してメッセージとさせ
ていただきます。

東京のうたごえ協議会　会長　轟志保子
　うたごえ運動70周年に開催される南部合唱団音楽会に、
お祝いと心から連帯のご挨拶を申し上げます。
　南部合唱団の音楽は、明朗で切れ味が良く、元気なパワー
に満ちています。
　南部合唱団の活動は、しっかりと人と人を結び、たたか
いを励ます気持ちに溢れています。
　南部合唱団の団員は、あたたかく飾らない人柄で、いっ
しょうけんめいな姿勢が素敵です。
　こんな南部合唱団ですから、地域に根ざし、長くみなさ
んから頼りにされ熱い信頼を得ており、私たちも誇らしく
嬉しく思っています。
今、人が人として大切にされない、冷たい国政に多くの国
民があえいでいます。戦争への道を進もうとするたくらみ
は、人間の尊厳を蹂躙する最大の悪事です。「うたごえは
平和の力」を合言葉に、戦後一貫して「憲法のこころ」を
歌い行動してきた「うたごえ運動」は今こそ出番。2019
年 1月には記念のうたごえ祭典を開催いたします。平和と
人権を守ろうと希うたくさんのみなさんとともに、この祭
典で心から歌いかわし、人間らしい未来を創る力につなげ
たいと願っております。どうぞお力添え、またご一緒に歌っ
てくださいますよう、お願いいたします。

南部合唱団　団長　大井かつ江
団員一同

　本日は南部合創立 60周年記念唱団音楽会「平和に生

きる権利」へご来場頂きましてありがとうございます。

　南部合唱団は、1958 年 11 月に誕生し、以来 60年

という長い歴史の中で、時には解散の危機を乗り越えな

がらも、南部の労働者の皆さん、地域の皆さんに支えら

れ、今日まで歌い続けてくることが出来ました。本日は

感謝の思いをこめ演奏致します。

　昨年 7月、国連で核兵器禁止条約が 122 カ国の賛成

で採択されました。しかし唯一の戦争被爆国である日本

はこの条約に背を向けています。決して許されることで

はありません。同時に昨年の総選挙で多数の議席を得た

改憲勢力は、二度と戦争をしないと誓った憲法９条を変

えて、日本を再び「戦争が出来る国」にしようとしてい

ます。一日も早く核兵器禁止条約に批准すること、憲法

9条を守り世界の信頼を裏切らないこと、私たちが守る

べき日本の未来です。

　私たちはこの4月、友の会の皆さんと一緒に、原発事

故から 7年を経過した福島を視察してきました。今回で

4度目です。「福島を決して忘れてはならない」決意を

新たにしています。その報告は、本日「機関紙なんぶ」

の特別号をお届けしておりますので是非ご覧下さい。

　日本の非正規労働者の割合は 40％、その７割は年収

２００万円以下といわれ、6人にひとりの子どもが貧困

家庭といわれる日本。平和で人間らしい生活を営む権利

が政府によって奪われています。平和とは何か。爆音の

ない空、放射能に怯えることのない大地、仕事に生きが

いをもち、貧困に怯えることのない暮らし。そうした日々

の暮らしがどれだけ愛おしく大切なものか。日本国憲法

にはその権利と義務がしっかりと記されています。本日

の音楽会が、平和で豊かな日本を願い、明日を生き抜く

勇気に繋がればと思っております。

　最後になりましたが、安達陽一先生はじめ、この音楽

会の成功のためにご協力頂きました専門家の皆様、また

チケットを広めて下さった皆様に心より御礼申し上げま

す。

私たちは、これからもこの南部地域にしっかりと根を

はって歌い続けてゆきます。今後ともご指導、ご協力の

ほどよろしくお願い致します。

Greetings
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東京土建目黒支部　書記長   千葉 一郎 
　南部合唱団創立 60周年 おめでとうございます。
　私達 東京土建目黒支部も 昨年 60 周年を迎えることが
出来ました。 私達建設職人の技術は ” もう 二度と 戦争の
為には 使わせない !”　この誓いを胸に 平和運動に取り組
んで来ました。
目黒の地で 南部合唱団と共に 平和を願う運動を やって来
れたことを 本当にうれしく思います。
　今の政治情勢を 考えると とても平和に生きて行けると
は思えません。これからも 憲法 9 条を守り みんなが平和
に生きる権利を 守るため､共に歌い 共に闘って行きましょ
う。よろしくお願いします。

　 品川区職員労働組合　執行委員長
　 品川地区労働組合協議会　議　長　

木下伸子

　南部合唱団創立 60 年記念音楽会「平和に生きる権利」
の開催、おめでとうございます。
今回のタイトル曲「平和に生きる権利」の作詞・作曲にビ
クトル・ハラの名前を見て、懐かしく感じました。調べて
みると、ビクトル・ハラが再び注目されていることが分か
りました。人々の心に、その音楽と生き方が響くのでしょ
う。
今の情勢に憲法の 3原則「国民主権」「基本的人権の尊重」
「平和主義」を照らしてみると、非常に危うさを感じます。
日本は真の民主主義国家なのか、世界は注視しています。
憲法を活かし、立憲主義を貫こうと立ち上がった人々を励
ます力を音楽は持っています。
今回の音楽会は創立 60年の節目とのこと。
歌い繋いでこられた南部合唱団の皆様の熱意と努力に心よ
り敬意を表します。音楽会の成功と、合唱団のますますの
ご活躍を期待しております。

大田区労働組合協議会　議長　西嶌和徳
　60周年記念音楽会の開催おめでとうございます。
日頃から、様々な集会・行事などでうたごえを通じて私た
ちを励ましていただいていることに心より感謝申し上げま
す。
　立憲主義、民主主義を踏みにじるアベの亡国政治の矛盾
が拡大し、困難な中での野党共闘の着実な前進など、私た
ちの闘いも新たな段階を迎えています。全ての国民・労働
者が日本国憲法の下で、安心して働き暮せる世の中をめざ
し引き続きこの南部の地で共に力を合わせましょう。
　音楽会の成功と南部合唱団のさらなる発展を心より祈念
いたします。

公共一般・大塚うたごえ酒場　中嶋祥子
　音楽会おめでとうございます
　南部合唱団は歌で闘いを励まし、公共一般は闘って歌い
ます。
　大塚うたごえ酒場は、闘う仲間と歌う仲間の出会いの場、
もう 18年も続いています。
　南部合唱団とは、それよりもっと長いお付き合いです。
毎年の音楽会は感動で胸がいっぱいになります。闘う私た
ちの心の中に、悲しさ辛さを突き抜け、闘う事の喜びへと
誘ってくれます。それは合唱団の方々のたゆまぬ練習と努
力の賜物でしょう。今年は南部合唱団創立 60周年記念の
音楽会、今こそ憲法を高らかに歌う時。この日を心待ちに
しています。

南部合唱団創立 60周年記念音楽会に寄せて
JAL 不当解雇撤回乗員原告団団長　山口宏弥
JAL 不当解雇撤回客乗原告団団長　内田妙子

　今日は、南部合唱団創立 60周年記念という栄えある音
楽会の同じ舞台に立たせていただけることをとても嬉しく
光栄に思います。
　南部合唱団の皆様のお力添えで「JAL 原告団合唱団フェ
ニックス」が生まれてから丸 5年。歌うことでどれだけの
元気をもらったことでしょう。2010 年大晦日の不当な解
雇から 7年半、今日まで元気に闘い続けてこられたのは歌
を通して沢山の方と出会い、ご支援いただいたお陰と心か
ら感謝する日々です。
　これからも地域に根差して、共に働き共に暮らす仲間に
寄り添う素晴らしい歌を歌い続けてください。南部合唱団
の益々の発展を祈念しております。

南部合唱団「友の会」会長　酒井英夫
南部合唱団創立 60周年おめでとうございます。私は、18
歳で南部合唱団の第 1期生に応募し、それがきっかけで入
団しました。以来、退団するまでの 42年間、青春時代か
ら人生の大半をかけてうたごえ運動に心血を注いできまし
た。ずっと指揮をしていた兼永史郎さんがやめて団員が減
り 7名ほどになった時、木村訓枝さんは指揮で音楽の責
任をとり、私は団長として組織の責任をとろうと決意し、
1981 年から 17年間、団長を務めました。団が小さくなっ
たとき「量は質を変える ････」人数が多ければ音楽の質
も変わると決意し、団を大きくするために奮闘しました。
また人を誘うためにはいい演奏をしなければならない。木
村さんは音楽的にも高まるレッスンをと常に心がけてきま
した。その事を受け継ぎ、今の合唱団はあると信じていま
す。音楽面でも、団員の結集でも発展させてください。若
い人を団に迎え、65周年、70周年へとつなげてください。
ますますの発展を祈念致します。

Messages
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1部Part 1　
　平和に生きる権利　ビクトル・ハラ　作詞・作曲／山ノ木竹志・山本忠生　日本語詞／小林康浩　編曲

　町　山ノ木竹志　作詞／たかだりゅうじ　作曲／信長貴富　編曲
　Jupiter（ジュピター）　吉元由美　作詞／ Gustav Hoist　作曲／中村高生　編曲
　　●●●男声合唱●●●

　　　　案山子　さだまさし　作詞・作曲／小島啓介　編曲
　　●●●女声合唱●●●

　　　　かあさんの手のひら　林　学　作詞・作曲／中瀬千央　編曲
　原発にたよるまい　石原いっき　作詞／武　義和　作曲
　　●●●ＪＡＬ争議支援の舞台●●●

　　　　心さわぐ青春のうた（映画「向こう側」から）　
　　　　　　　Ｌオシャーニン　作詞／Ａパフムトワ　作曲／関　忠亮　訳詞

　　　　未来へ大空へ　竹岡敏雄　作詞／長森かおる　作曲
　　●●●シングアウト（会場のみなさんとご一緒に）●●●

　　　　「品川をまもろう」「上を向いて歩こう」「幸せなら手をたたこう」
　　●●●和太鼓　南舞●●●

　　　　花
はながたみ

筐　玉村　武　作曲

　　　　三崎のぶち合わせ太鼓
　　　　　　　三崎地方郷土芸能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２部Part 2
　こころの色　谷川俊太郎　作詞／石若雅弥　作曲

　未来へ　谷川俊太郎　作詞／信長貴富　作曲
　　●●●地域合同のステージ●●●

　　　　折り鶴　梅原司平　作詞・作曲
　　　　いのちの歌　Miyabi　作詞／村松崇継　作曲／富澤　裕　編曲
　日本国憲法前文　日本国憲法前文より　きたがわてつ・にしむらよしあき　作曲／高橋喜治  編曲
　日本国憲法第九条　 作曲　外山　雄三　
　　　　　混声合唱のための組曲「そして一輪の花のほかは…－新しい憲法のはなし－」より

　あかつきの空に　大西　進　作詞・作曲／源田俊一郎　編曲
　なぜですか　「こわしてはいけない～無言館をうたう」より第５曲　窪島誠一郎　作詞／池辺晋一郎　作曲
　抱きしめよう　「こわしてはいけない～無言館をうたう」より第６曲　窪島誠一郎　作詞／池辺晋一郎　作曲

Program
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安
あ

達
だち

陽
よう

一
いち

（指揮） 
　武蔵野音楽大学卒業後、オランダ・アムステルダムのス
ヴェーリンク音楽院合唱指揮科に２年間留学する。指揮法
をDaniel Reuss、ルネッサンス音楽を Paul van Nevel、合
唱指揮を関屋晋氏に師事。96、97 年オランダのユトレヒ
トで行われたサマーセミナー "Kurt Thomas Cursus" に参
加し、クロージングコンサートの出演指揮者に選ばれ、オ
ランダにおいてラジオ放送される。 帰国後、99 年６月
にフィンランド・タンペレにて行われた「International 
Choir Festival」於いて、東京女声合唱団と共に参加し金賞
を受賞。99 年７月にはオランダ・ロッテルダムに於いて
「Cappella Amsterdam」を指揮、バッハを演奏し好評を博
した。2000 年９月にはスペイン・バルセロナで行われた
「Folk Songs Festival」 に東京女声合唱団と共に参加し銀賞
を受賞。03 年には函館市主催の「廣瀬量平合唱の夕べ」
において女声合唱を担当、指揮する。05 年 8 月京都に於
ける世界合唱シンポジウムのオープンシンギングの講師を
務める。10 年４月クロアチア合唱指揮者協会主催のシン
ポジウムの講師を務める。
　現在、Fontana di Musica を主宰。南部合唱団をはじめ
関東を中心に活動する傍ら、朝日カルチャー ( 新宿 ) に於
いて女声合唱の講師も務める。日本合唱指揮者協会実行委
員。 

中
なか

瀬
せ

千
ち

央
お

（ピアニスト）
　東京音楽大学、同大学院卒業。第５回ヤングアーチスト
コンクール連弾の部銀賞、第 22 回ＰＴＮＡピアノコンペ
ティションデュオ部門全国大会決勝特級入賞。ピアノを小
高明子氏に、作曲を糀場富美子氏に、声楽を市川倫子氏に
師事。川崎市民ミュージアムにてシャガール展のプロム
ナードコンサート等に出演。ソロ、伴奏の他、連弾などの
アンサンブルの演奏活動も行っている。白梅学園大学及び
白梅学園短期大学、東京音楽大学付属高校、神奈川県立弥
栄高校講師。日本ソルフェージュ研究協議会会員。

松
まつ
尾
お
信
のぶ
彦
ひこ
（朗読）

　劇団新制作座、統一劇場にて俳優。現在統一劇場のＯＢ
を中心に結成されたジャパン・ヤングハーツで活動。うた
ごえ、南部合唱団とのつながりは長い。目黒医療生活協同
組合理事長、目黒革新懇代表世話人、大岡山憲法を考える
会世話人、日本国民救援会目黒支部長として、JAL 不当解
雇撤回闘争を支援。

野
の

舘
だて

けい子（コカリナ奏者）
　黒坂黒太郎、春日保人各氏に師事。　日本コカリナ協会
公認講師。コカリナ歴 18 年　品川区八潮在住。現在は、
講師・コンサート活動の他、音楽祭・文化祭・イベントな
ど地域に根ざした音楽活動に力を注ぐ。品川総合福祉セン
ター「コカリナカフェ」主催等福祉施設での演奏多数。木
の笛コカリナは黒坂黒太郎によって日本に紹介され 22 年
が経つハンガリー生まれの「桜の木で出来たオカリナ」。

原
はら
 昭
しょう
二
じ
　（舞台監督、制作協力）

　1980 年代より、加藤登紀子、もんたよしのり、宮本信
子等のコンサートの舞台監督、また、各種音楽祭、イベ
ント等のプロデュースのアシスタント及び舞台監督を務
める。音楽イベントのみならず、クラシックコンサート、
ミュージカル、映画祭、ダンスイベント、お笑いイベント
まで幅広く活躍中。

団員
ソプラノ
　大寿美幸子
　金子典子
　加山明美
　佐藤光子
　下村京子
　関　匡子
　竹崎喜美恵
　田中紀子
　藤井静子
　望月清子
　山本愛子
　行元カツ子
　渡部志保

アルト
　浅川一花
　安藤美津子
　大井かつ江
　川上睦美
　下川未代
　瀧口ふみ子
　橋ロサナエ
　本間紀子

テナー
　阿部隆司
　芋川祐樹
　川上泰彦
　小島啓介

　田嶋勝雄
　堀江和雄

バス
　加山　忠
　首藤甲二
　竹岡敏雄
　共田鍾貴
　三浦　敦
　森田　勇

和太鼓南舞
　大井かつ江
　小島啓介
　笹川礼子
　佐藤光子
　下村京子
　竹崎喜美恵
　田中紀子
　遠山拓郎
　遠山煕人
　船津州江
　森田　勇

地域のみなさん
　石原隆行
　宇津野藍
　大森正樹
　岡田啓佑
　奥山　徹
　工藤紳子

　小西祐司
　斉藤純子
　佐野未来
　菅野裕子
　高瀬久仁子
　遠山中夫
　中村八朗
　橋本加津美
　平井敏彦
　平井紀子
　本間憲史
　松田眞一
　山岡スミ子
　山上直子
　涌井　海
　鷲尾恵子

JAL 原告団合唱団
フェニックス
のみなさん
　石戸牧子
　小栗純子
　加藤千加子
　斎藤   晃
　下村京子
　清田   均
　徳田みゆき
　平野千香子
　藤田由美子
　宝地戸百合子
　山田純江

Profile

　　　　　和太鼓指導　田中嘉治（輪田鼓）
　　　　　　　　朗読　松尾信彦
　　　　コカリナ演奏　野舘けい子
　　　スタッフ　制作　南部合唱団
　制作協力・舞台監督　原　昭二
　　　　　音響・照明　クレイフィールド

Our Members and Collaborators

Special Thanks
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平和に生きる権利　
　1971 年、チリのベトナム反戦劇のために書かれた。ア
メリカの圧力に抗した世直しと結んだ「新しい歌」運動の
旗手となった。

ジュピター　　
　グスターヴ・ホルストの「木星」の主題の一つをモチー
フにして吉元由美が詞を付けたもの。さまざまなテレビ番
組やドラマ、ＣＭの挿入歌などに使われる。新潟県中越地
震の際や東日本大震災直後にも、ラジオ局や「ＦＮＳ音楽
特別番組」での歌唱など、リクエストの多い曲となった。

案山子　
　都会で一人暮らしをする弟 ( 妹）を案じる兄からのメッ
セージだという。自分は何かを成し遂げたくてもこの田舎
からは離れられない。この場所から動けない『案山子』の
姿は、この兄の姿に重なるようにも感じる。

母さんの手のひら
　林学は若い頃の事故が元で動かぬ手首を見つめ気を紛ら
そうとしたその時、苦労するたくさんの母親を思いながら
油汚れの作業日報紙の裏を使って創作し、完成と同時に闘
志も湧いたという。今回、中瀬千央さんに、南部合唱団の
「お母さん」の姿に重ねて編曲を依頼した。

原発に頼るまい　
　2018 年、日本のうたごえは 70周年を迎えることから、
その記念事業のひとつとして、戦争法廃止、辺野古新基地
建設阻止、原発廃止をテーマとして、歌詞の公募が行われ
た。応募された 29篇の歌詞のうち入選詩に選ばれたのが
この曲。この詩に15曲の応募があり入選作品に選ばれた。

未来へ大空へ　
　JAL 争議団のために南部合唱団団員の竹岡敏雄が作詞し
た、JAL 争議団の思いが込められた作品。合唱団フェニッ
クスは、2017 年いしかわ・北陸祭典の合唱発表会「職場
の部」で、この曲を歌って銅賞を獲得。

未来へ　　
　過去・現在・未来というテーマでみると、時間とは、現
在の精神の延長であると考えた時、自分が、色々な物を眺
めながら過去・現在・未来と精神を延長させているとも考
えられる。

折り鶴　
　梅原司平が 1982 年、東友会（東京都原爆被害者団体協
議会）25 周年コンサート出演に当たって創作。被爆した
ことを 37年も隠していた人がこの歌を聴き、梅原に「耳
を塞いでも〝あの叫び声″は消えず」「いくら心を閉ざして
も人間としての愛を押し止められなかった」と歌の通りの
手紙があり、戦争体験を語り継ぐ決意が綴られていたとい
う。

いのちの歌　
　ＮＨＫ連続テレビ小説『だんだん』劇中歌。

日本国憲法前文　
　二度の世界大戦と膨大な命の犠牲の上につくられた「日
本国憲法前文」。作曲者の北川てつは、「前文」は人間に対
するラブソング。そこには情熱と愛があるという。

日本国憲法第九条　
　混声合唱のための組曲「そして一輪の花のほかは…『あ
たらしい憲法のはなし』」の中の曲で、第９条の条文に曲
をつけたもの

混声合唱組曲

こわしてはいけない～無言館をうたう
 『戦後のこの国を支えつづけてきた憲法が、今、危ない…。
長野県上田で戦没画学生の作品による美術館「無言館」を
主宰する窪島誠一郎氏が詞を書き、平和で穏やかな世界が
いつまでもつづくことを祈りつつ作曲された。

三崎のぶち合わせ太鼓
　元々は、三浦半島の先端にある海南神社の祭礼のときに
叩かれている太鼓で、その昔漁師たちが村ごとに大漁を祈
り、競い合って太鼓を叩き合う。

花がたみ
　北陸・福井県の今立町（現・越前市）の有名な太鼓であ
る『権兵衛太鼓』保存会会長玉村武氏の作調。花筐は、地
元岡太神社から西１キロほどの皇谷山中腹の薄墨桜の傍ら
にある花筐神社の名に因んでいる。

Program Note
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