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「こだまでしょうか、
こだまでしょうか、いいえ、
いいえ、だれでも
だれでも」
でも」
震災の直後、連日の CM で流れた金子みすずの
詩は、心に響き、話題になりました。
また、小川町戦争展での子どもたちの朗読がと
ても印象的でした。
みすずの詩はどれをとっても、生きとし生けるもの
への愛、
弱い者
への温
かいま
なざし、
命への賛
歌にあふれ
ています。

新
新しい希望に向けて
写真

仲 二郎 (角山)

今 年の正月は、どなたもいろいろな感 慨を
持っ
て迎えられたことと思います。
東電 ・
福島 の原発事 故は、科学 技 術の進
んだとされる日本で起きたという意 味を含
めて、世界 中に大きな衝撃 を与 えました。
私たち は、かけがえのない命 と地球をどう
守 るのか歴 史 的 岐 路に立たされているとい
えます。
「
３・ 」の引き起こした惨 状は、９ヶ月た
った今も 続き、孫 ・
子の代まで続きかねない
状 況にあり ます 。そして日本 は、広島 ・
長
崎・
ビキニという 核の被害者から、大 地を汚
し・
空 気 を 汚し ・
海を 汚す 加害 者 にな って
しま ったという重 大な責 任を負いました。東
日本 大震災からの 一日も 早い復 旧 ・
復 興に
力を合わせたいと思います。
「
戦争 の惨 禍をなくし、地球 上の生きとし
生けるものの命 を守 る」決意を持って、憲 法
９条を守ろうとする私たち は「
核兵 器なく
せ、原発なく せ、人類を破滅に導く 全ての
核をなく せ。憲 法９条を守 ろう」の声 をよ
り 一層大きくして行こうではありませんか。
手をつなぎましょう。いのちと平和を守る
ために。現在と未来のために。
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新新新新し い年年年年をををを迎迎迎迎えて

仙元山から
仙元山からの
からの夜明け
夜明け

没後８０年、２６才の若さでこの世を去った
童謡詩人・金子みすずの生涯を、「おがわ
町九条の会」の「新春のつどい」として、今
回谷英美さんの詩と朗読でたどります。

２０１２年１月２１日
日（土）

谷 英美さんの
プロフィール
東京都出身。女優。

午後２時～（1 時 30 分開場）

川越市在住。１７歳
で映画デビュー。
１９９９年、金子みす

小川町図書館視聴覚室

ずひとり芝居「空のかあ
さま」初演。以来金子みすずがライフワーク。２０

（入場無料
入場無料）

１０年、みすずの故郷山口県長門市より「長門
ふるさと大使」拝命。全国で講演、朗読で活躍。

■主催：小川町九条の会 ■後援：小川町教育委員会
小川町教育委員会 ■お問い合わせ事務局 ☎ ０４９３（７３）１４７８（藤村）
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ご一緒に平和
平和を守りましょう
第六回町民コンサート

演奏に酔いしれて

「平和を守ること」の大切さを痛感する昨今
昨今です。この平和のかなめに「憲法９条」があること
が、日本国内にとどまらず、アジアや世界で共通
共通の認識になりつつあります。「憲法九条を世界遺
産に」(\693)「岩波ブックレット」（\476）の２冊
冊の本をご紹介します。「平和」についてお考えにな
る一助にして下さい。（詳しくはそれぞれの本をお
をお読み下さい。）

「平和だから歌えます／自由だから詩を語れます
れます／愛があるから奏でられます」今年ほどはこの言葉をか
みしめた年はなかったのではないでしょうか。恒例
恒例の「おがわ町民コンサート」
、例年 10 月開催でしたが、
今年は少し遅れて 12 月 10 日（土）に開かれました
かれました。
司会の森田嶺子さん、バイオリンとホルンの会田
会田さんご夫妻、津軽三味線の島田重雄さん（とお弟子さん）
が初参加。ベテラン大塚幸穂さんのチェロ、大塚秀子
大塚秀子さんのソプラノ。みなさんの力のこもった演奏に、
パトリア小川ふれあいホール満杯のお客様は、
、師走のあわただしさを一時忘れて酔いしれました。出演者
のみなさん感動をありがとう。ホールにお運びいただきましたみな
びいただきましたみな様、本当にありがとうございました。

何があってもこれだけは
があってもこれだけは守る、と決めておく
のが世界遺産。だから憲法九条
憲法九条を世界遺産に！
（爆笑問題：太田 光さん）
「憲法九条を世界遺産に」（中沢新
中沢新一との共著 集英社新書から）

私は、先
先の戦争が終わる５か月前、東京大空襲
の三日後に
に産声を上げました。「もし父が戦死し
ていたなら
ていたなら、今、私はこの世に存在しない。」そう
思います。。命を大切にすることは、憲法９条を大切
にすること
にすること。武器ではなく、憲法９条こそが私たち
を守ってくれます
ってくれます。（吉永小百合さん）

第６回町民コンサートに出演して

大塚秀子

（吉永小百合さんと黒柳徹子さんの引用
引用は、「憲法を変えて戦争へ行こう、という世の中にし
ないための 18 人の発言」、岩波ブックレットに
ブックレットに掲載されているものの一部分です）

おさそ い

今年も平和な小川町で、皆様にお目にかかれて
にかかれて、歌えた幸せをかみしめております。７月の実行委員の企画
企画
に始まり、印刷、スタッフ全員のチームワークのもとで
のチームワークのもとで、素晴らしい音楽家達とこのような機会を頂いたこと
いたこと
に深く感謝申し上げます。
声楽は年と共に衰える体力の維持、特に声帯とその
とその周辺筋力の柔軟性の衰えをいかに少なく、また補えるか
えるか
大きな課題です。筋力は使わないとすぐに衰えます
えます。でも、ある程度鍛えることで維持向上できることも解っ
っ
ていますので希望はあります。家族や周囲には迷惑
迷惑もかけつつも、自己管理には気を付けています。何回ステ
ステ
ージに立っても、満足のゆくことのない、完成のない
のない声楽の道です。だからこそ続けることで、歌えるのかな
えるのかな
と思います。千羽鶴の禎子さんのように『もう少
少しでいいから』お客様の心に響く歌を歌いたいと思うこのご
うこのご
ろです。
今までの人生経験をふまえ選曲にも充分配慮
充分配慮して、自分独自の表現ができるよう努力したいと思っていま
っていま
す。また若手音楽家が自由に演奏活動のできる平和
平和な社会と自然と共存できる社会を願いつつ、お礼の言葉と
と
いたします。
（感想をご投稿いただきました。他
他の皆様の玉稿は次号に掲載します。
）

子どもたちは戦争に苦しめられることなく
しめられることなく、
夢や希望を持って生きることができなければな
きることができなければな
らない――それはよ界共通の
の思いです。
子どもの幸せを願う心を原点
原点に憲法９条の
大切さを考えることこそが必要
必要なのではない
か、と私は考えます。（黒柳徹子
黒柳徹子さん）

★ 新成人の皆さんに向けて、お力をお貸しください。
１月８日（日）午前９時～１０時
）午前９時～１０時 ﾘﾘｯｸおがわ前庭で 本「たより」配布
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