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ごあいさつ

長与町長　吉田　愼一

本日はご来場いただき誠にありがとうございます。

指方実行委員長をはじめ、実行委員会皆様のご尽力により、「平和コンサート in ながよ」

が開催されますことを、心より感謝申し上げます。

このコンサートは、平和の尊さ、そして戦争の惨禍の記憶を風化させることなく、コン

サートを通じて後世に引継ぎ発信していこうとの思いから開催して以来、今年で 22 回目

を迎えます。

被爆から 76 年が経過し、戦争や原爆の悲惨さ、むごさなど、記憶の風化が懸念される

なか、長与町では、平和祈念事業の一環として、平和への祈りをこめた合唱や演奏、詩の

朗読を行い、音楽を通じて平和の尊さを次の世代に伝えてまいりました。

昨年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止といたしまして、今年は 2 年ぶり

の開催となります。

関係者の皆様のご尽力とご熱意により、音楽に祈りを込め、平和への想いを「長与町」

から発信できますことに、心から感謝申し上げます。

長与町では、核兵器の廃絶と恒久平和を願い、平成 6年に「平和で安全な町」宣言を行

い、その後、様々な平和事業に取り組んでまいりました。

本日のコンサートにつきましても、平和への思いが、水面に広がる波紋のようにゆっく

りと、確実に広がっているものと確信いたしております。

今年は、高校生による「平和の詩朗読」をはじめ、6月から一生懸命練習に励んだ「子

どものための弦楽器講座」の皆さんや、町にゆかりのある皆さんによる演奏や合唱、そし

て「長崎OMURA室内合奏団」の皆さんによる演奏を披露していただきます。

本日はお時間の許す限りごゆっくりと「平和コンサート in ながよ」をご堪能ください。

結びに、本日のコンサートに出演される皆様、ご指導や運営に携わっていただきました

皆様、そして本日お越しいただいた皆様に、心より感謝申し上げます。そして、すべての

皆様とともに、平和の祈りが世界のあらゆる人々の心に届きますことを祈念し、開催にあ

たりましての挨拶といたします。
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ごあいさつ －核兵器の廃絶を願って－

「平和で安全な町」宣言

平和コンサート in ながよ実行委員長　指方　浩

平和祈念碑「愛・二人」

本日は「平和コンサート in ながよ」へお越しくださいましてありがとうございます。

新型コロナウイルスのコロナ禍により昨年に引き続き今年も開催が危ぶまれていました

が、今日このコンサートが出来ますこと皆様とともに喜びたいと思います。しかし残念な

がらウイルスに打ち勝った証としての「平和コンサート」でないことはたしかのようです。

音楽は人と人が接し、出会い、密に繋がり合う平和な文化の営みです。私たちの音楽活

動は新型コロナウイルス感染予防のためソーシャルディスタンスをとる新しい生活様式の

影響を最も受けました。今まで平和の中で音楽を享受することを当たり前のようにしてい

たその平和の基盤が、こんなにもあやふやで脆いものであったことを痛感した１年でした。

この地球で生を受けた人類は「カルチャー（耕す）」ことで発展を遂げましたが、しか

しそのことで絶えず未知のウイルスと出会ってきました。その「耕す」ことを、心を耕す

ことに向けることによって、大地の上で「文化」的な豊かな生活を送ることが出来ます。

開発による自然破壊は新たな未知のウイルスとの遭遇を招きます。ウイルスに打ち勝つの

ではなく、未知のウイルスと距離を置くことにより地球上で共存して生きていく環境破壊

を招かない経済成長を模索しなくてはなりません。

国と国との戦争ともいえる利害関係により、ウイルスに対する対応が遅れ、感染症の世

界的流行（パンデミック）を起こしました。そして今なおワクチン接種の不平等がありま

す。私たちはこれ以上利己的な闘争による負の遺産を次世代の子ども達に残してはならな

い、そして和を尊んで生きていって欲しいという思いから、「平和コンサート in ながよ」

に取り組んでまいりました。

この１年、活動の中止を余儀なくされたコロナ禍の中にあって、お互いに距離を置く練

習、リモートや無観客よる演奏など様々な試みをしてはいますが、近くでお互いの熱が感

じられる本来のキャッチボールのようなコミュニケーションの音楽演奏形態とはほど遠い

ものがあります。今なお厳しい状況の中で、今日の出演者そしてそれを支えて後押しして

くださった皆様のお陰で、コンサートに向けて私たちは今できる精一杯のことをして今日

この日を迎えることが出来ました。

このコンサートが平和を願う方向性を示す演奏会になることを信じています。今なお困

難な状況の中に一条のヒカリを感じ、長与町町歌「明日をひらく」のように力強く共に道

を歩んでいきましょう。

世界の恒久平和は、人類共通の願望である。

現在・未来を通じて、平和で安全な町づくりを念願する私たち長与町民は、平和で安

全な郷土を築き、子孫に引き継ぐことが、今を生きる私たちに課せられた最大の責務で

ある。

原爆によって、長崎市とともに凄惨な被害を被った長与町は、核兵器の脅威をなくし、

世界平和と人類の恒久的な安全・生存を保持するため、非核三原則を守り、核兵器のす

みやかな廃絶と、紛争と戦争のない世界の実現を強く望むものである。

よって、長与町民はこの理念達成のため、誇りと責任をもって、ここに「平和で安全

な町」を宣言する。

1994 年 9 月 19 日

長崎県西彼杵郡長与町
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子どものための弦楽器講座

平和への思いを若い世代へ引き継いでいきたいとの願いから始まった「子どものための弦楽器講座」も、
今年で 13 回目を迎え、今回は町内の小学生 18 名が参加しました。
ほとんどの受講生が弦楽器は未経験で、楽器の持ち方に始まり、弓の動かし方、弾くときの姿勢、楽譜の
読み方など、初めて学ぶことがたくさんありました。
講座が開講してから、今日この舞台に立つまでわずか 2 ヶ月という短い期間ですが、子どもたちには、
楽器からきれいな音を出せたときの嬉しさや、みんなと一緒に演奏する楽しさが芽生えています。
今日の舞台では、子どもたちの成長と、音楽を奏でる楽しさを皆様にも感じていただけることと思います。
小さなヴァイオリニストとチェリストたちに温かいご声援をお願いいたします。

作曲：鈴木　鎮一

作曲：外国民謡

「キラキラ星」は誰でも一度は聴いたことがある曲だと思います。ヴァイオリンの練習の基本となる曲で、
「キラキラ星」の「タカタカタッタ」のリズムを体で感じる練習から始め、弓の動かし方を学びます。わず
か 2 ヶ月間の練習でしっかりと大きな音で弾けるようになった子どもたちの、キラリと光る演奏をお聞き
ください。

「ちょうちょう」も誰もが聴いたことがある楽曲です。「キラキラ星」を学んだ後、7月に入ってから練習
を開始しました。ひらひらと飛ぶちょうちょうのように、皆で軽やかな音を響かせることができるように
頑張ります。

曲目紹介

「キラキラ星変奏曲」

「ちょうちょう」

プロフィール 子どものための弦楽器講座　指揮　齊
さ い

藤
と う

　 享
あきら

4 歳よりヴァイオリンを始める。国際スズキ・メソード音楽学院卒業。
1992 年フィラデルフィアに留学。グレン・ドーマン博士の人間能力開発研究
所にてヴァイオリン指導も行う。
これまでに安田広務、鈴木鎮一、ジュリアン・マイヤーの各氏に師事。

1996 年スズキ・メソード長崎支部を開設、子ども達の指導にあたる（長崎市
岩川町及びつつじが丘で行っている）。長崎ＯＭＵＲＡ室内合奏団に所属。
2010 年から毎年 8 月 9 日、長崎の平和祈念式典において、被爆者歌う

会『ひまわり』の伴奏を務める。長崎県音楽連盟会員。長崎音楽ボランティ
ア協会会員。その他、イベント会場や披露宴、チャペル等に於いて、クラシッ
クに限らず多彩なジャンルでの演奏活動を各地で行っている。

受講生	 ヴァイオリン
	 　（小１）	 王　　紫萱　　中野　　喜　　林　　咲来

	 　（小３）	 浦川　　栞　　木下　翔太　　下村　優羽　　福島　彩芭　　
	 	 本多　美宇　　本多　優宇

	 　（小４）	 中野　実郷　　福田　修子　　森山　咲哉

	 　（小５）	 森脇　愛依

	 チェロ
	 　（小１）　梅木　琴芭　　太田りんな　　宮田　晏奈

	 　（小２）　三谷　太一　　

	 　（小５）　中野　　弾　　

指導者　	 指　揮	 齊藤　　享
	 ヴァイオリン	 梶　　耕輔　　山本　博子　　渡邊到紫子　
	 チェロ	 池田　晴子　　村山　和聡
	 ピアノ	 中野みさと

出 演 者
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「平和コンサートinながよ」ジュネス弦楽アンサンブル

作曲：ビゼー　　編曲：松尾　智子

作曲：武部　聡志　　編曲：日景　貴文

作曲：GReeeeN　　編曲：中島　雅彦

「子どものための弦楽器講座」の卒業生有志によって、2009 年に「ジュネス弦楽アンサンブル」が結成さ
れました。
平和コンサートをはじめ年数回、ステージで演奏しています。小学生から高校生までが在籍しており、子
どもたちの音楽レベルは様々です。違いを認め、支え合いながら、ジュネスの音楽作りを日々続けています。
少しずつではありますが、舞台を終える度にどの団員にも成長の跡を感じます。
昨年は平和コンサートだけでなく、多くの演奏会が中止を余儀なくされました。練習も思うようにはでき
ませんでした。今年もまだ日常が戻ってきたとは言い難い状況です。そのような中でも沢山の方のご尽力に
より、今年はこの大切な平和コンサートの舞台に立たせていただけること、感謝申し上げます。
舞台で演奏できる喜びや、日常の小さな幸せを願う気持ち、身近な人や今は会えない遠くにいる大切な人
を想う心を、本日の３曲で表現できたらと思います。

ヴァイオリン
　６期生	 小松　風香（高１）	 安樂　水稀（中３）
　８期生	 小田川　尊（高２）	 山本　奈央（中１）	 中野　　弾（小５）
　９期生	 小林　　椿（小５）	 シャルマ　ジェイ（小５）	 溝上　琴乃（小５）　　
	 有働　　藍（小３）
　10 期生	 永川　　絆（中１）	 永川　歩夢（小６）	 吉村　一真（小５）
　11 期生	 二又　凜心（小３）
　12 期生	 池田　花愛（小４）	 川口　葉琉（小２）	 シャルマ　カウィヤ（小２）
　有　志	 安樂　知李（小１）

チェロ
　６期生	 安樂　隼人（中１）
　12 期生	 竹内　陽香（小５）
　有　志	 上河麻衣子（卒団生保護者）

賛助出演	 日髙　　聖（ヴィオラ）　　三原　真奈（チェロ）　　小林　　徹（コントラバス）

指揮	 志岐　光昭

ピアノ	 中野みさと

指導者	 齊藤　　享　　渡邊到紫子　　梶　　耕輔　　岩永　雅子　　村山　和聡
　　　	 大津　順子　　山本　博子

フランスの作曲家ビゼーの代表作、歌劇「カルメン」の冒頭に演奏される華やかな行進曲です。ドラマティッ
クな物語のオープニングにふさわしい、あまりにも有名で明るい曲です。

「平和コンサート in ながよ」ジュネス弦楽アンサンブル

指揮　志
し

岐
き

 光
み つ

昭
あ き

一青窈さんの大ヒット曲。一青窈さんは、アメリカの 9.11 の飛行機テロを受けて歌詞を書いたそうです。
テロで亡くなった親から子に贈られる歌で、大切なあなたがいつまでも幸せであるように、果てない夢（憎しみ
の連鎖、その終わりを願う夢）がちゃんと終わりますように、と平和への願いにあふれる名曲です。	

NHKの連続テレビ小説、エールの主題歌。GReeeeNは福島県で結成されており、東日本大震災から 10年に
あたり、人生の大事な場所での支えになればという願いでこの曲は作曲されたとのことです。互いに「エール」
を送りあう仲間たちや愛する人のことを想う名曲です。

京都市立芸術大学音楽学部卒業、トロンボーン専攻。指揮を石橋義也氏に
師事。	
元長崎県吹奏楽連盟長崎支部理事長。ジュニアオーケストラながさき団長。

合唱団 JOY 指揮者。レクイエム・プロジェクト長崎合唱団指導スタッフ。
2017 年秋、ジュネスの指揮者に就任。

曲目紹介

「前奏曲」　歌劇「カルメン」より

「ハナミズキ」

「星影のエール」

プロフィール

出 演 者
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長与町立高田中学校吹奏楽部 「平和の詩」朗読

高田中学校吹奏楽部は３年生５名、２年生２名、１年生７名、計 14 名で顧問の中谷恵里子先生の指導のも
と、日々の音楽活動に励んでいます。
人数が少なくなりましたが、その分、一人ひとりが、さらに自分の音に責任をもって、仲間とのアンサン
ブルを楽しむことを大切にしています。
明るく楽しく笑いが絶えない雰囲気の中にも、美しく想いをこめた音色を追求する厳しい姿勢を忘れずに、
毎日の基礎練習を大切に２，３年生が１年生に丁寧に指導しながら、音楽を創り上げています。
さまざまな方と音楽でつながり、音楽をとおして人としての生き方を学んでいるところです。
これからも、演奏できることへの喜びと聴いていただけることへの感謝を大切にして、日々音楽と仲良く
していきたいと思っています。

朝起きて、　当たり前のように日が昇って

当たり前のように友達と笑い合って

当たり前のように安心して布団で眠る

七十数年前の今日を生きていたなら

日が昇ったことを当たり前だと思えるか

友達と笑い合うことが、当たり前なのか

毎日安心して布団で眠れていたのか

私は、当たり前にながめているこの風景に

かつて火の雨が降りそそいだことを忘れない

人は罪を重ねる
戦争、紛争、争い、揉め事・・・
様々な理由で人は多くの罪を重ねる

人は生きている間に必ず罪を重ねる
盗み、暴力、暴言、嘘・・・・
数多くの罪を人は必ず重ねる

たとえ　どんなに小さな罪であろうと
積み重ねてしまえば
悲劇を作り出す

だから、忘れてはいけない
自分自身が罪を重ねて生きていることを
忘れてはいけない
過去にあった多くの悲しい出来事を
忘れ去ることもまた罪であるのだから

作曲：ロルフ・ラヴランド　　編曲：高橋　宏樹

作曲：星野　源　　編曲：野間　幹男

2005 年、ノーベル平和賞のパーティーで歌われたことでも、世界的に有名になった曲です。どんなにつら
く苦しいことがあっても、勇気付けてくれる「あなた」がいてくれることを嬉しく、幸せに思う。美しく
力強い希望の音楽を届けたいです。

テレビドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」の主題歌です。主演の新垣結衣さんと、星野源さんをはじめと
する出演者が、この曲に合わせて踊る「恋ダンス」が話題になりました。「今、ここにいる幸せ」を感じて、
皆さんに明るい気分になっていただけたら嬉しいです。

曲目紹介

あの時に生きていたら

人の罪

長崎県立長崎北陽台高等学校　　齊藤　美緒

「You Raise Me Up」

「恋」

フルート	 鹿田　結衣（2）
クラリネット	 三浦恵里衣（1）
アルトサックス	 草野　未祐（3）　　日髙　珠代（1）
テナーサックス	 松尾　　葵（2）
バリトンサックス	 山口　純怜（1）
ホルン	 江口　朋花（3）　　浅尾　蕾音（1）
トランペット	 泉　　凛花（1）
トロンボーン	 松尾　　要（3）　　岩下さくら（1）
ユーフォニウム	 石丸　　花（3）　　江口　和花（1）
チューバ	 佐舖　真斗（3）
パーカッション	 松尾　　葵（2）
指揮	 中谷恵里子　　　　　　　　　　　　　　　

（　）内は学年

出 演 者

長崎市立長崎商業高等学校　　米嶋　万稀

長崎市立長崎商業高等学校　　田口偉久美長崎県立長崎北陽台高等学校　　中川　萌衣

青く澄みきった空の下
緑あふれる大地の上で
友人と笑顔で過ごす私たち

赤く染まった空の下
地獄と化した大地の上を
泣き、叫び、呻く私たち

この空は何を見たのだろう
炎に包まれた街を　何を思い見たのだろう
この大地は何を聞いたのだろう
母を叫ぶ子らの声を　何を思い聞いたのだろう

この空は何を見るのだろう
光満ちるこの街で　幸せを想い見るのだろう
この大地は何を聞くのだろう
家族の笑い声を　平和を想い聞くのだろう

あの日からもう七十六年。
あの日からまだ七十六年。
誰も「あの日」を忘れない。
忘れてはいけない。
少年はおじいちゃんとなり、
少女はおばあちゃんとなった。
七十六年間「あの日」の記憶と共に生きている。
今、私たちの世界は平和であるのか。
今、紛争が起こっている。
今、私たちは何気なく過ごしているが、
どこかで銃弾の音におびえながら、
生死をさまよう人がいる。
今、私たちにできることは何か。
今、「あの日」を伝えよう。世界へ。
今、当たり前の日々に感謝しよう。
今、目の前のハトが青空に向かって飛び立った。

あの日と今

平和な世界
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私は歌う
平和を歌う
遠くの誰かに聞こえるように

私は願う
平和を願う
世界が悲しみにつつまれないように

私は祈る
平和を祈る
世界に愛があふれるように

私は生きる
平和を生きる
青空の下　私たちは平和を生きている

平和ってなんだろう
戦争がない
食べ物に飢えることがない
学校に行ける
みんな違うことを考えるのに
口をそろえてみんな言う
昔は平和じゃなくて
今は平和だって
平和を求めた昔には見えていたはずなのに
平和になった気になって求めない私たちには
何が平和か見えていない

どこかで戦争があっていて
どこかでは食べ物も、学校もない
私たちは平和を知らない
だから私は　平和を知りたい

平和を生きる 平和を知らない

「平和の詩」掲載

七十六年前
人々が無造作に倒れている
人間なのかを疑うほどの姿で

落ちてくる爆弾
麻酔なしの手術
渡される手榴弾
恐ろしいものの連続…

被爆樹木はその中を生きてきた
今　青く茂るこの木が何を語っているのか

私は知りたい
その声を聞きたい

私は知りたい
長崎市立長崎商業高等学校　　富永　紗史 長崎県立長崎北陽台高等学校　　森﨑　千尋 長崎県立長崎北陽台高等学校　　柴田　裕介

人々の日常を奪った戦争から
七十六年の時が流れた
私達の今の暮らしは
平和を願って戦った人々の
犠牲の上に成り立っている

だが今は本当に平和なのだろうか
そう思って暮らしている人々は
どのくらいいるのだろうか

世界中の皆が皆幸せだとか平和だとか
今は綺麗事でしかないけれど
朝起きて学校に行って友達と話して
そんな小さな奇跡を
私達がつくっていく
あの時の苦しみを忘れてしまわないように
私達から繋いでいく

平和を繋ぐ
長崎市立長崎商業高等学校　　横田　希実

生きる
長崎市立長崎商業高等学校　　川口　梨乃

私達は生きている
どこまでも続く青い空の下で
私達は生きている
戦争の恐ろしさを知らずに

私達は知っている
あの日起こった悲劇を
私達は知っている
少しずつ、少しずつ、あの日生き残った命の灯が
消えていることを
だから私達は学ぶ
本から、絵から、話から

私達は伝えていく
二度とあのような悲劇を起こさないために

私達は、生きる
平和な未来を目指して



出演者たちの練習風景
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子どものための弦楽器講座



出演者たちの練習風景
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ジュネス弦楽アンサンブル 長崎ＯＭＵＲＡ室内合奏団メンバー

長崎県央に位置するシーハットおおむら（さくらホール）を拠点に、プロの室内オーケストラとして、県
内在住及び出身演奏家等を中心に 2003 年結成、迫昭嘉（ピアノ）を音楽監督として始動。2009 年よりアーティ
スティック・アドヴァイザーに松原勝也（ヴァイオリン）を迎え、さらなる演奏力や音楽性の向上に努めな
がら質の高い室内オーケストラを目指している。日本オーケストラ連盟準会員。

長崎県大村市出身。武蔵野音楽大学
音楽学部フルート専攻科卒業。同大学
卒業演奏会、新人演奏会に出演。第 34
回長崎県新人発表演奏会に出演、準グ
ランプリ受賞。平成 21 年、22 年度長崎
市アウトリーチ事業登録アーティスト。
第 59 回　西日本国際音楽コンクール最
高位受賞。

これまでにフルートを濵砂由美子、中山早苗、吉岡アカリの各
氏に、室内楽をカールマン・ベルケシュに師事。現在、長崎
OMURA室内合奏団団員。活水高校音楽コース非常勤講師。フルー
トデュオ「La × pan」、インストバンド「Dejima	quartet」メンバー。

長与町出身。5 歳からバイオリンを始
める。
長崎県新人発表演奏会、西日本出身新
人紹介演奏会に出演。第 10 回宮日音楽コ
ンクールにて優秀賞を受賞。川口千穂、
故松村英夫、松野弘明、豊嶋泰嗣の各氏
に師事。長崎OMURA室内合奏団団員。
クラシックに留まらずポップス、オリ

ジナル楽曲とライブ活動を積極的に展開。クルーズトレインなな
つ星 in 九州での演奏クルーとして乗務。これまでに自身のオリジ
ナル楽曲を収録したCDを 10 枚リリースする等、楽曲制作も精力
的に行っている。

宮崎県宮崎市出身。９歳でチェロを始
め、東京音楽大学付属高校を経て、東京
藝術大学音楽学部器楽科を卒業。
第 13 回宮日音楽コンクール最優秀賞
及びグランプリ及び全日空ヨーロッパ賞
を受賞。これまでに、チェロを土田浩、
苅田雅治、菊地知也、堤剛、ルイス・ク
ラレットの各氏に師事、室内楽を澤和樹、

岡山潔、松原勝也、佐々木亮の各氏に師事。現在、九州交響楽
団客員をはじめ、ソロ、室内楽で福岡を拠点に九州内外で演奏
活動を行っている。長崎OMURA室内合奏団団員。また、ミュー
ジックステーション福岡のチェロ講師として、後進の指導にも
あたっている。

ヴァイオリン　中西　　弾　　　フルート　永留　結花

チェロ　　　　永野紗佑里

出 演 者 永留　結花（Flute）

中西　　弾（Violin）

永野紗佑里（Cello）

作曲：フランソワ・ドゥビエンヌ

フランソワ・ドゥビエンヌは、フランス古典派を

代表する音楽家です。モーツァルトより 3歳年下で

すが、その優雅で格調高い作風から「フランスのモー

ツァルト」と呼ばれることもあります。多才な彼は

フルートだけでなく、全く奏法の異なるファゴット

も見事に吹きこなし、演奏家・指導者・作曲家とし

て沢山の仕事を抱えていました。毎日 8時間作曲に

没頭していたという逸話もありますが、その器楽作

品は 300 曲を上回ります。

本日演奏する三重奏曲は、実はいつ、どのように

作曲されたかわかっていません。しかし、爽やかな

風が吹き抜けるように始まる第 1楽章、美しい歌が

聴こえる牧歌的な第 2楽章、ハツラツと喜びあふれ

る第 3楽章、どれをとっても彼の音楽に対する、そ

してそれを演奏する奏者に対する愛情が溢れている

ように感じます。しかし、作品の幸福感とは裏腹に、

時代はフランス革命真っ只中。ドゥビエンヌは過労

のため精神を病み、孤独な悩みと苦しみの中、44

歳で生涯を終えました。明るい曲調は、大変な時代

の中で、音楽だけはいつも喜びであるように…とい

う彼の願いが込められている気がしてなりません。

どうぞ 3人の奏者の音の会話をお楽しみください。

曲目紹介

「3 つのトリオ 第 1 組曲　ト長調」



作詞：岩井　俊二　　作曲：菅野よう子

2011 年 3月 11日に発生した東日本大震災の被災地および被災者の物心両面の復興を応援するために制作されたチャリティー
ソングです。作詞者、作曲者ともに宮城県仙台市の出身で、作詞者岩井俊二さんは「亡くなった人たち、生き残った人たち、
あの震災を遠くから心配していた人たち、3. 11 から今に至るまで、それぞれが一体どんな想いをしているのか、数行では到底
描きようもない想いの、せめて僅かな片鱗でも書き留めることができたら、という想いで書きました」と、また作曲者の菅野
よう子さんは「100 年経って、なんのために、あるいはどんなきっかけで出来た曲か忘れられて、詠み人知らずで残る曲にな
るといいなあと願っています」と語っています。

「花は咲く」
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「平和コンサートin ながよ」合唱団

長与町内外で活動している長与プラーム混声合唱団・オレンジハーモニー・コーロあやめ・長崎アカデミー
男声合唱団の各合唱団団員有志がコンサートの趣旨に賛同し、平和のハーモニーを発信しようと「平和コン
サート in ながよ」合唱団として毎年５月に新たに結成されます。今年は新型コロナウイルス感染予防のため
６月からの練習となりました。毎週土曜日に集まり、それぞれの曲で歌われる歌詞の願いとともにその合唱
の響きの中に「調和の世界」への思いを皆で確認し、一人ひとりのパートの音そして合唱の和音を確かめ合っ
て８月に向かって練習を重ねてきました。思いを一つに「活気あふれる和の合唱」をお届けします。

作詞：和合　亮一　　作曲：千原　英喜

作詞：瀬戸　沙織　　作曲：松下　　耕

作詞：小森　香子　　作曲：熊谷　賢一

作詞：横山　　鼎　 　作曲：大島ミチル

この歌は「キャッチボール」という歌の第二作目の曲です。作曲者のノートを紹介します。
うたを歌うことは祈りであり、喜びであり、勇気につながります。
「キャッチボール」は PRAY	FROM	KOBEのコンサートのため、ともに震災を経験した神戸と東北を歌のキャッチボールで
結びたいとの思いで作曲しました。「もう一つのキャッチボール」は新しい未来を切り開いていく全ての人たちに向けたエール
の歌、自分たちの街の歌として歌っていただきたい、との願いで作曲しました。歌詞は和合亮一さんの書き下ろしです。
歌い手の熱く深い想いを込め、希望に溢れた歌声で演奏していただければ幸いです。

この曲のドラマの全ては、冒頭部分および前半に語られています。荒野に独り立っているような、救いなど到底見えない世
界に身を置いたことのある人は、この曲に強い共感を覚えることでしょう。作詞者は、希望と悲嘆の中に立つ、一人の学生です。
しかし、こんな自分の左胸にも、もしかしたらかすかな希望が宿っているのではないか。それも、信じようとしています。そ
して、『もしも』美しく優しい世界が帰ってきたら、『大地とともに』喜びの叫びをあげたい、と言っています。苦しい人、疲
れ果てている人、優しくて傷つきやすい人ほど、この曲を歌って欲しい。一緒に歌おう、私も、瀬戸さんも君たちと一緒です。
（作曲者のノートより）
NHK全国学校音楽コンクール第 70 回記念課題曲応募詞優秀作品。

1987 年発表の合唱曲。世界平和と人類愛を訴えかける作詞者の強いメッセージが込められている。小森さんは、日本子ども
を守る会理事などを務めた平和活動家。非核ソング「青い空は青いままで子どもらに伝えたい」の作詞者としても知られている。

被爆五十周年記念歌として 1947 点の応募の中から選ばれた詞に、長崎出身の作曲家大島ミチルさんが作曲しました。平和
への願いがこめられたこの曲は、1995 年より毎年８月９日の平和祈念式典で合唱されています。原爆資料館では毎日 11時 02分
に流されるほか、毎月 9 日に長崎市の防災行政無線でも放送され、長崎市役所の電話の保留音としても採用されています。
平和への願いを込めて歌いたいと思います。

曲目紹介

「もう一つのキャッチボール」

「ヒカリ」

「青葉の歌」

「千羽鶴」

合同演奏

指揮	 指方　　浩
ピアノ	 大塚　裕子
ソプラノ	 尾形　　睦　　烏山さなえ　　指方美智子　　島田　弘子　　
	 浜岡まゆみ　　平野みどり　　松本由美子　　水島　節子　　
アルト	 今道　豊子　　久原岐代子　　田中　昭子　　辻　奈津紀　　長谷川佐紀子　　姫野みどり
テノール	 櫻井　権次　　下野　康文　　朝長　初巳　　横田　建次　　吉田　聿憲
バス	 金森　一郎　　長谷川則昭　　丸田　國生
斉唱	 田中　能子　　西水　洋子　　森　　淳子

出 演 者

プロフィール 「平和コンサート in ながよ」合唱団　指揮　指
さ し

方
か た

　 浩
ひろし

（作曲家）

長崎県生まれ。大阪音楽大学作曲学科卒業、同大学大学院修了。近藤圭・平井
康三郎氏に師事。大学院修了後長崎に帰り長崎大学附属中学校、活水高校で教鞭
を執る。その後、新しい音楽教育を求め渡米、音楽指導法をコロンビア大学教授R・
ペース氏に学ぶ。
現在、指方音楽工房を経営し、ピアノ・音楽指導にあたる傍ら、東京・大阪を

始め全国各地の講習会・研修会で講師を務める。
作曲作品は合唱曲・器楽曲の他、長与北小学校校歌、長与第二中学校校歌、な

ど十数校の校歌を作曲している。またその親しみやすいメロディーの歌曲や合唱
作品は全国各地で様々な人たちに毎日のように歌われている。
長崎ママのコーラス、コーロあやめ指揮者。アンサンブル「浩々」主宰。

「平和コンサート in ながよ」合唱団　ピアノ伴奏　大
お お

塚
つ か

　 裕
ゆ う

子
こ

活水高校音楽コース、フェリス女学院音楽科卒。長崎県新人発表演奏会、西日
本新人紹介演奏会に出演。姉とピアノデュオ「デュオ・スール」を結成、連弾、
2台ピアノによるアンサンブル活動をしている。十八親和銀行混声合唱団他、複
数の合唱団の伴奏者。長崎純心大学非常勤講師、長崎県音楽連盟運営委員。長崎
音楽ボランティア協会会員。

「キャッチボール」のようなコミュニケーションがしづらいコロナ禍の中で、一条の「ヒカリ」を見いだし、未来
を担っていく「青葉」にエールを送り、心を込めて歌います。



もうひとつのキャッチボール 作詞：和合　亮一　　作曲：千原　英喜

ヒ　カ　リ 作詞：瀬戸　沙織　　作曲：松下　耕

青葉の歌 作詞：小森　香子　　作曲：熊谷　賢一

千　羽　鶴 作詞：横山　鼎　　作曲：大島ミチル

花 は 咲 く 作詞：岩井　俊二　　作曲：菅野よう子

ふ る さ と 作詞：高野　辰之　　作曲：岡野　貞一

vol.22　歌詞集

声と声　ぼくときみの　キャッチボール
声と声　ぼくときみの　キャッチボール
雲に　星に　風に　土に　水に　緑に　人に　
夜明けに
響け　この歌
飛ばす　きみの胸へ　キャッチボール
投げてほしい　ぼくのここへ　キャッチボール
思い切り　返してくれ　思い切り
はるか空　手をふるから
ボールよ　来い　ぼくに　ボールよ　来い　きみに

朝から今朝へ　こだまの　キャッチボール
歌おう　この街で
飛ばす　きみの胸へ
投げてほしい　ぼくのここへ
思い切り　返してくれ　はるか空　手をふるから
ボールよ　来い　ぼくに　ボールよ　来い　きみに
朝から今朝へ　こだまの　キャッチボール
歌おう　この街で　
歌おう　この街を

枯れた大地に独り　闇を恐れ光を求める
大地も空も闇に覆われた孤独
星 は々なくあるのは焼けた月
満たされない心に　何もかも積み込めば光はともるのか
目に見えない神に　何もかも祈れば願いはかなうのか

身体に触れる乾いた風が胸にしみた
左胸の小さな灯絶やさぬよう手をかざす

もしも　花 が々咲き乱れ蝶達は舞い
木 が々風に揺れ鳥達は歌う
そんな世界がかえってきたら

生命育む太陽へ手をかかげ
大地とともに喜びの叫びをあげよう
この小さな思い　守りつづけると今誓おう

ぬくもりと光あふれる地球に生きる
そのために

ラーララララララ
ラーラララーラララーラララ
きらめけ青葉よ
さわやかにそよげ心よ
いつかきっとそんなふうに
明るい日ざしのような愛で
世界中をつなぐ日が
きっときっとやってくる
きらめけ青葉よ
さわやかにそよげ心よ

きらめけ青葉よ
手をのべてつかめ心を
いつかきっとこんなふうに

光が声になって燃えたち
世界中のみんなの手を
もっともっとかたく結ぶ
きらめけ青葉よ
手をのべてつかめ心を
ララララーラララー
ララララーララララララー
（繰り返し）
世界中をつなぐ日が
きっときっとやってくる
きらめけ青葉よ
手をのべてつかめ心を
心を　心を　心を　心を

平和への誓い新たに　緋の色の鶴を折る

清らかな心のままに　白い鶴折りたたみ

わきあがる熱き思いを　赤色の鶴に折る

平和への祈りは深く　紫の鶴を折る

野の果てに埋もれし人に　黄色い鶴折りたたみ

水底に沈みし人に　青色の鶴を折る

平和への願いをこめて　緑なる鶴を折る

地球より重い生命よ　藍の鶴折りたたみ

未来への希望と夢を　桃色の鶴に折る

未来への希望と夢を　虹色の鶴に折る

真っ白な雪道に春風香る　わたしはなつかしい

あの街を思い出す　叶えたい夢もあった

変わりたい自分もいた　今はただなつかしい

あの人を思い出す　誰かの歌が聞こえる

誰かを励ましてる　誰かの笑顔が見える

悲しみの向こう側に

花は花は花は咲く　いつか生まれる君に

花は花は花は咲く　わたしは何を残しただろう

夜空の向こうの朝の気配に　わたしはなつかしい

あの日々 を思い出す　傷ついて傷つけて

報われず泣いたりして　今はただ愛おしい

あの人を思い出す　誰かの想いが見える

誰かと結ばれてる　誰かの未来が見える

悲しみの向こう側に

花は花は花は咲く　いつか生まれる君に

花は花は花は咲く　わたしは何を残しただろう

花は花は花は咲く　いつか生まれる君に

花は花は花は咲く　わたしは何を残しただろう

花は花は花は咲く　いつか生まれる君に

花は花は花は咲く　いつか恋する君のために

一、 うさぎ追いし彼の山

 こぶな釣りし彼の川

 夢は今もめぐりて

 忘れがたきふるさと

二、 いかにいます父母

 つつがなしやともがき

 雨に風につけても

 思いいづるふるさと

三、 志をはたして

 いつの日にか帰らん

 山は青きふるさと

 水は清きふるさと

JASRAC 出 2105652‒101

からだ

いのち

ほ　し

きょうこ
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　平成元年、長与町町制20周年を迎えるにあたり、みんなで歌える町の歌をということで制作されました。
ハ長調で書かれた明るくリズミカルなこの曲は、記念式典における長与町の全合唱団団員100余名の歌
声による発表以来、町内の各種行事、音楽祭、発表会、公民館講座の中で歌われ、夏休み・冬休みには小
中学生の帰宅の放送としてもその軽やかなメロディーが町内に流れています。今日は出演者全員により演
奏されます。どうぞ皆様もご一緒に“♪明日をひらく我が町長与”をお歌いください。

JASRAC 出 1806331－801

町歌「明日をひらく」

20

長 与 町 町 歌

町歌「明日をひらく」

̶ 明日をひらく ̶ 作詞　山田　喜孝
作曲　指方　　浩

平成元年、長与町町制 20 周年を迎えるにあたり、みんなで歌える町の歌をということで制作されました。
ハ長調で書かれた明るくリズミカルなこの曲は、記念式典における長与町の全合唱団団員 100 余名の
歌声による発表以来、町内の各種行事、音楽祭、発表会、公民館講座の中で歌われ、夏休み・冬休みには
小中学生の帰宅の放送としてもその軽やかなメロディーが町内に流れています。今日は合唱と管弦楽器に
より演奏されます。どうぞ皆様もご一緒に “♪明日をひらく我が町長与” を心の中でお歌いください。

JASRAC 出 2105652‒101

出演者たちの練習風景
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「平和コンサートinながよ」合唱団



長与町民文化ホール 開演  14：00

長与町イメージキャラクター
ナガヨ　ミックン

Peace Concert in Nagayo 2021

2021  8/1 日

vol.22平和コンサート
ながよin

町長挨拶

キラキラ星変奏曲
ちょうちょう　他

子どものための弦楽器講座　受講生
指　揮　　　齊藤　　享
ピアノ　　　中野みさと

前奏曲　歌劇「カルメン」より
ハナミズキ
星影のエール

「平和コンサート in ながよ」ジュネス弦楽アンサンブル
指　揮　　　志岐　光昭
ピアノ　　　中野みさと

You Raise Me Up 
恋

長与町立高田中学校吹奏楽部
指　揮　　　中谷恵里子

会場換気・休憩（10分間）

平和の詩朗読 朗　読　　　長崎県立長崎北陽台高等学校生徒
　　　　　　長崎市立長崎商業高等学校生徒

3 つのトリオ 第 1 組曲  ト長調 長崎OMURA室内合奏団メンバー
永留　結花、中西　　弾、永野紗佑里

会場換気・休憩（10分間）

もうひとつのキャッチボール
ヒカリ
青葉の歌

合　唱　　　「平和コンサート in ながよ」合唱団
指　揮　　　指方　　浩
ピアノ　　　大塚　裕子

千羽鶴
花は咲く
長与町町歌「明日をひらく」
ふるさと

合　唱　　　「平和コンサート in ながよ」合唱団
指　揮　　　指方　　浩
ピアノ　　　大塚　裕子
長崎OMURA室内合奏団メンバー
「平和コンサート inながよ」ジュネス弦楽アンサンブル指導者、
出演者
子どものための弦楽器講座指導者

PROGRAM
14：00 開演　16：00 終了予定

会場アナウンス：長崎県立長崎北陽台高等学校放送部　髙山　隼　　髙木　菫
主催：長与町 ･長与町教育委員会・平和コンサート in ながよ実行委員会　

共催：長与町文化協会

「平和コンサート in ながよ」実行委員会
委員長　指方　浩　　副委員長　中西　弾　　委員　平野　義久　　梶　耕輔　　時津　仁美　　姫野　みどり
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