
E E C                     
Education ExChange Community   

「鎮魂の歌を歌おう」特集Ⅲ  

     「3･11 に鎮魂の歌を歌おう」演奏会場   

― 2013・02・24 現在（登録順に掲載）―  

 

1. デンマーク会場：デンマーク日欧文化交流学院 

（学院長：銭本隆行 5400 Bogense Bogense Folkehoiskole Denmark TEL：+45 6481 3280） 

              日 時：3 月 11 日（月）11 時 30 分（現地時間） 

―ふるさと日本に、祈りを込めて― 

      
２. 岩手県第一会場：盛岩寺本堂（〒020-0121 岩手県釜石市唐丹町小白浜 453 番 TEL： 0193-55-2174）  

日 時：2013 年３月 13 日（水）12 時 30 分 

 「ともに歌おう 鎮魂の歌」一日も早い復興を願って 

     

3. 関東地区第一会場：横浜山下公園氷川丸前 横浜少年少女合唱団 http://www.ybgc.info/about_us.htm 

      日 時：3 月 9 日（土）午後 2 時～3 時 

        （代表者：島田桂子〒227-0000 横浜市磯子区久木町 15-5 TEL045-761-0198） 

「海に向かって歌う」東日本大震災の犠牲者の鎮魂のために 

       

http://www.ybgc.info/about_us.html


 

４.関東 第二会場：並木地区センター 「ベルカントクラブ」 (横浜市金沢区並木) 

「並木地区センターまつり」発表会  

日 時：3 月 2 日（土）（連絡先：村田和代 Tel(Fax) 045-785-1592） 

   

 

５.岩手県第二会場：歌声喫茶「喫茶店 トム」 

（盛岡市津志田津志田中央３丁目２－５ Tel：019-638-4224） 

日  時：2013 年 3 月 16 日（土） 午後 2 時～4 時 

連絡先：庄子 春治 盛岡市三本柳 23－9－6 Tel：019-614-0140  

 

６.岩手県第三会場：松庵寺本堂  合唱団ビリーヴ 

                （花巻市双葉町 6-4 Tel：0198-23-3033） 

日 時：2013 年 3 月 9 日（土）午後 6 時から 

       連絡先：佐藤貴子 花巻市桜町一丁目 780-１ Tel：090-7328-7429 

    “賢治の里”から 3・11 犠牲者に捧げる「鎮魂の歌」 

  
 

 

７.岩手県第四会場：盛岡バブテスト教会 男声合唱団コール M  

                   （盛岡市天神町 10-14 Tel：019-622-0617） 

日  時：2013 年 3 月 10 日（日）午後 2 時 

連絡先：上ノ澤一彦 盛岡市東松園二丁目 9-1 Tel：090-1491-8198 

“不来方の大地”から 3・11 犠牲者に捧げる「鎮魂の歌」 



    

                    （不来方の お城の草に 寝ころびて 空に吸はれし 十五の心 啄木） 

                                       

8．関東第三会場：平塚中央公民館大ホール 

           日 時：３月２日(土曜）１４時開演    

東日本大震災復興支援コンサート 

「 想い出を彩る心の歌」  
           主  宰:：平塚芸術文化実行委員会 共催 公財）平塚市文化まちつくり振興財団   

出演者：岩崎由紀子（ソプラノ） 岩森美里（メゾソプラノ）（河原忠之（ピアノ）小田切一恵（ソプラノ） 

                青木エマ（ソプラノ）ベッラボーチエ（音大卒業生のプロコーラス ）  由っこの会有志 

           連絡先：宮川千代子 ０４６３−３１−９５８４ （FAX and TEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

９．関東第四会場：前橋市中央公民館 3F ホール  

演奏：プライドエッグ 

日 時：2013 年 3 月 3 日(日) 14 時 30 分から 

代表者：川鍋 正規     

muchogusto.carmen21@docomo.ne.jp 

 

 

10.京都第一会場：京都キンコー楽器内 京都アンサンブルコスモス 

日 時：2013 年 2 月 19 日(火) 演奏と同時に KBS ラジオ    

で生放送 12：30 

                （代表:嶋澤純子：sscosmos@kinkomusic.com） 

 

11.京都第二会場：京都キンコー楽器内    うたごえ“コスモス”  

日 時：2013年 3月 9日（土）午後 2時～3時 30分 

            （代表:嶋澤純子：sscosmos@kinkomusic.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．カナダ会場：水車ガーデン・ジャパニーズ・レストラン        

     日  時：2013 年 2 月 25 日（月） 

      演 奏：『Buffalo-Niagara Taishogoto circle』 

（バッファロー・ナイアガラ大正琴サークル 代表：メリーハーツエル） 

      主 催：カナダ・オンタリオ州ナイアガラ地方オンタリオワインテイスト会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:muchogusto.carmen21@docomo.ne.jp
mailto:sscosmos@kinkomusic.com
mailto:sscosmos@kinkomusic.com


  

13.岩手県第五会場：盛岡城跡公園 

所在地：中ノ橋下流河川敷，プラザおでって 

問い合わせ：盛岡市 復興推進部事務局 （危機管理課） 

       〒020－8530 岩手県盛岡市内丸 12番 2 号 

加藤 勝 ℡ 019-603-8031（直通） 

   演奏：岩手県立不来方高等学校音楽部 

 東日本大震災２周年行事「復興への誓い」 

 日時：灯籠イベント 平成 25年３月 10日（日）17:00～19:00 

追悼式典：平成 25年３月 11日（月）14:20～17:10 

 主催：盛岡広域市町村長懇談会～19:00 

(1) 灯籠イベント（祈りの灯火 2013～心ひとつに～）      

 【17:00～19:00】 

・灯籠点灯 

・ステージ演奏  岩手県立不来方高等学校音楽部ほか 

・ 復興支援マーケット 

 

 

14. 関東第五会場：東京都荒川区町屋文化センター2階ふれあい広場 

演奏:東京荒川少年少女合唱隊   

日時:2013年 3月 30日（土） 

時間:開場 13時・開演 13時 30分・終演 15時頃 

                 代表:荒川少年少女合唱隊事務局 大村み子 tel:080-5095-5055 

 

「東日本大震災メモリアルコンサート」 

≪東日本大震災から 2年。今私たちが伝えたいこと≫ 

趣旨：●東日本大震災を忘れないでいよう 

●東日本大震災で犠牲になった方々の冥福をお祈りする 

●東日本大震災の被災地の復興を歌で応援する 

●合唱隊「釜石写真展」の締めくくりとして、できるだけ    

たくさんの方々に被災地の写真を見て頂く 

釜石市との関係  

荒川区と岩手県釜石市は「友好交流都市」となっている。夕刻になると、荒川区の町全体に流れる曲がある。荒

川区民の歌「あらかわ～そして未来へ」（作詞：高野正義、作曲：弦哲也）である。この曲は、1982年に区政施行

50周年を迎えた荒川区が、区の誕生半世紀を記念する行事として、区民みんなが楽しめる歌というコンセプトの

下「区民の歌」として作られた。作曲は荒川区にゆかりのある弦哲也（げんてつや）に依頼。作詞は公募だった。

弦を含む審査委員 17人による選考によって歌詞が選ばれた。その 17人の選考委員の一人が渡邊顕麿であっ

た。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A6%E5%93%B2%E4%B9%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%9F


選考時、「夢を追う人が住み、温かい心がかよう」という高野の歌詞が「平凡すぎる」と一人の著名な委員が異を

唱えた。それに対し渡邊は「私は平凡だとは思いません。私はこの荒川で多くの人にお会いして、今ここで目を

閉じれば、夢を追ってる人、心のとても温かい人、そういう大勢の人の顔を思い浮かべることができる。平凡では

なく、荒川区にふさわしい良い詩です」と言った。この渡邊の一言で高野正義の詞に決まった。 

後に渡邊の手により、故郷である岩手県釜石市で歌詞を少し変え、釜石市の愛唱歌『この町そして未来へ』とし

て現在も市民に親しまれ歌われており、釜石市内には歌詞の石碑まで存在する。これらの事が縁となり、荒川区

と釜石市の友好交流が始まり、渡邊が釜石で創立した合唱団とも交流がある。 

荒川区では 2011年の東日本大震災直後に給水車を派遣し、様々な形で支援活動を継続しており、その一環とし

て 2012年 3月に「あらかわキャラバン事業～東日本大震災復興応援」として、東京荒川少年少女合唱隊による

釜石市での復興応援コンサートが実現した。今回の釜石復興応援コンサートの中で、「あらかわ～そして未来

へ」と「この町そして未来へ」の歌詞を合わせた曲を会場の観客と一緒に歌い深い感動を呼んだ。この模様は、

荒川ケーブルテレビの特集番組内で放送された。 

2012年 1月 - 4月、荒川区社会福祉協議会の主催により、釜石市民の文化・スポーツ活動の復興を応援する

「釜石市民元気応援プロジェクト」が行われた。最終的には 26,000人以上の人から支持され、1,600万円以上の

募金が集まった。 

 

 

15.アメリカ会場：ミシガン州フリモント（岩手県矢巾町姉妹都市） 

合唱団名 Community choir 

代表（指揮者） Joseth Jannings（ジョセフ ジャニングス） 

参加人数 20 名程度 

会場 教 会【場所未定】 

日時 3/11－リハーサル 

   4/28－コンサート 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88


 

 

 

 

16．関東地区第六会場：神奈川県民大ホール 

   主催：第 41 回カトリック小学校連合音楽会 

   日時：2013 年 2 月 18 日（月） 

   演奏：星美学園小学校 6 年生 

 

 

 

 

 

17.関東地区第七会場：関内ホール 

シャロームの家 

 第１０回 チャリティ・コンサート  

  日時：2013年 2月 23日（土） 

  主催：シャロームの家 

（〒231-0868 神奈川県横浜市中区石川町）     

 代表：原木哲 shalomhouse1@ybb.ne.jp  

  演奏：テノール・奥山晋也 

ピアノ・ 永井祐子 他 

 

 

「鎮魂の歌を歌おう」 

会場登録・参加登録について 

http://www10.plala.or.jp/yasnoli/eec/requiem.html 

 「鎮魂の歌を歌おう」推進委員会 

 

「鎮魂の歌を歌おう」推進委員会は 2012年 10月から準備を進め、実質的に呼びかけが始まったのは 12月に入っ

てからでした。2013年 2 月 24日現在、登録演奏会場 17 ヶ所、登録参加者 1,705 名となりました。 

私達の呼びかけにいち早く答えて、登録くださった皆様、有難うございます。心から感謝いたします。 

目標参加者 10,000人には及びませんが、やがて、この歩みは “ 漣
さざなみ

” となって多くの国々に広まるで事でしょう！ 

３月末まで新しい団体の会場登録・参加登録と共に暖かい応援メッセージを送ってくださる事をお待ちします。 

mailto:shalomhouse1@ybb.ne.jp
http://www10.plala.or.jp/yasnoli/eec/requiem.html


「鎮魂の歌」に関係した楽譜、動画も公開中です。それらを利用し、閲覧者独自の演奏動画も届きました。コンピュー

ターは迅速に思いを伝え、共有でる大きなきな働きをしています。皆様の動画も、推進委員会にお寄せてください。   

（http://www10.plala.or.jp/yasnoli/eec/requiem-list.htm） 

 

「鎮魂の歌を歌おう」推進は 4月以降も続けます。そして、「鎮魂の歌」が音楽を愛する若者や小・中・高等学校の

子ども達によって、東日本大震災犠牲者を悼む気持ちを忘れず長く、歌い継がれていく事を強く望みます。 

 

今は、この歌を歌うのが辛く、心の痛みや苦しみを抱えながら必死に頑張ってる子ども達もやがて大人へと成長し

ます。その時、この歌を思い出し、あるいは歌い、何度も繰り返しやってくる人生の岐路に立っても、そのたびに正し

い道を選択して逞しく歩んでほしいのす。 

 

私達は、一番辛いのは震災を経験した人達であることを決して忘れることはないでしょう。 

そして、生きる者全ての者の「応援歌」となって響き続けると信じ、この活動を続けます。 

 

「人との交わりの中から生まれたものは最大の宝であり、力であることを信じて生きたい。」 

今、この時だからこそ強く思いす。   

 

後援団体：岩手県、東京都荒川区、盛岡市、釜石市、矢巾町、ＡＣＣ（公財）荒川区芸術文化振興財団、

岩手県教育委員会、盛岡市教育委員会、釜石市教育委員会、花巻市教育委員会、宮古市教育委員会、矢巾

町教育委員会、矢巾町国際交流協会、盛岡タイムス社、河北新報社、IBC 岩手放送、めんこいテレビ 

                                                   

     東日本大震災教育支援活動 

「唐丹希望基金 2012」 

             「鎮魂の歌を歌おう」特集Ⅲ   

2013 年 2 月 28 日発行 

 

http://www10.plala.or.jp/yasnoli/eec/requiem-list.htm

