
２月２日（火）―毎日が作業 

沢山の仕事が待っています。まず、チェロ。コンサートの参加者一覧を最新のデータで集

計しました。４つのパートごとでは、１が 16名、２が 22 名、３が 27名、４が 17名。

合計 82 名。遠方からも、函館 1 名、仙台(スタッフ)1 名、栃木 2 名、山梨 1 名、群馬 2

名、静岡 3 名、大阪 1 名、兵庫 2 名、 奈良 1 名、三重 2 名、広島 2 名、鹿児島 1 名。

宿泊のアンケート集約中です。午後は、ジャスラックへの著作権使用申請手続きでした。  

２月４日（木）―中学校訪問 

和光市第３中へ、ボランティア担当の先生と「和光３・１１」イベントでの中学生のボラ

ンティア募集の件です。すでに昨年末にはお願いした他の２つの中学校ではどのくらい集

まっているのかな？ 

 

帰りも、通り道の和光市社協ボラセンへ寄り、ひとり残っていた担当と、情報交換しまし

た。東北・茨城から埼玉に避難している５０００人もの避難者支援をしている団体の情報

誌「福玉便り」にも「和光３・１１」が半ページ掲載。 

２月５日（金）―朝霞市よりポスター掲示許可 

朝、公民館に「お茶＆着付け」の妻を送り、ついでに本当にチラシが置いてあるのか、確

認しました。ちゃんとありました。そこで、早速、朝霞市役所へ行き、 「町内掲示板」に

貼る手続きをしました。１５０か所もあるところ全部は無理なので、３０枚だけ許可印を

もらい、有効期間４週間なので、２月１５～３月１３ 日掲示期間ということにしてもらい

ました。 

 

次に、朝霞駅。さすがに「有料」だと、１週間で１３５００円。「では、無料スペースは？」。

ありました。駅員さんが親切に、「ここなら、貼れますね。こっちでやります。」。 

２０１６年２・３月 ②「和光３・１１を忘れない」活動報告 

                     



 

人通りが絶えない裏通りのカフェに迷ったあげく、ええ～い、と飛び込み。すると、「僕、

昨年もこのコンサートに行ったよ。」「え？どこで知ったんです か？」「うん、僕、長崎出

身なんで、友人が和光に何人かいるんでね。」「それって、もしかして・」。はい、やっぱり、

わが実行委員長さんが前に「朝霞には 長崎出身のカフェがあってね」。ここでした！ 

こんなに正面に貼ってもらったんでは、向かいの美容院にも、お知らせだけはしておかね

ば、と飛び込み。中に入って女店主と話していると、イントネーション が沖縄！で、気付

きました。店の名前。「沖縄は本島？」「いや、石垣さ。」「じゃ、さっき、行ったら、昼は

休みでしたけど、駅の向こうのレストラン知って ます？オーナー☓☓さんも石垣だけど。」

「もう彼女、同居人さ。なんで知ってんの」「昨年、朝霞で酒呑んだ仲。」「ひぇ～！」。こ

こでも、もちろん、すぐ に貼ってくれました。 

 

隣の「女性服店」にも声をかけない訳にはいきません。すると、品の良いご夫婦がにこや

かに対応してくれました。「ここには１０数年前に来たの。以前は東武 練馬で２０数年や

ってたんだけど、きっちの客の方がスレていなくてやりやすいね。」。「東北はまだまだなん

でしょ。」「本当ならそっちで貼って行ってもら うところだけど、俺のほうがやりなれてる

から、西風にも取れないよう、しっかり隣の接骨医との柱に貼っとくよ。」。 

市役所へ車を置いてあるので、戻りながら、地元スーパーに差し掛かりました。すると、

ちょうど、そこの親父さんが出て来たので、「このポスター、ここに貼ってもいいですか？」。

「なに？」「ああ、そういうのは、良いよ。好きに貼りな。」。 



 

最後にお腹が空いたので、中華屋さんへ。でも食べているときは、厨房内も忙しそうで何

も言えず、帰ろうと外に出たら、オヤジさんが表に。早速、頼むと、 「こういうことは協

力しなきゃね。」。すぐに店内に貼ってくれる、と言います。今日も断られたのは１件、許

可をもらえば、が１件。あとはどこもＯＫ！ 

２月６日（土）―ジャケット披露。合唱練習。 

 

午前 10時半から 12 時半まで「和光３・１１」実行委員会。多岐にわたる議題をひとつず

つ、進めていきます。そして、ついに、第 1回目から課題になって、 ようやく 4年目にし

てスタッフ用ジャケットご披露！夏でも冬でも、洗濯せずにフリーサイズ。また、広報で

は、「地域紙」に掲載も。そして、次の「和光３・ １１合唱」の会場開場まで 15 分で、コ

ンビニ弁当をかっこみました。 

 

1 時半。合唱練習。シベリウス「フィンランディア」を軽くやって、今日のテーマ、モーツ

アルト「レクイエム」後半。佐藤先生の変幻自在な指導に、様々な合 唱団からのベテラン

たちも思わず、吹き出し、笑いの絶えない練習でした。それにしても、なぜか、昨年同様、

テノールがバスより多く、かつ、声が出ていて、 私の所属合唱団に連れて帰りたいほど。

外では、3月 13日の合唱団共演コンサート参加団体の練習時間、場所、と大コンサートの

オケ・合唱練習の時間を実行 委員で調整打ち合わせ。これが結構大変。楽屋、リハ室、和

室、会議室、小ホールなどをどう使うか。 

これも、この打ち合わせで決まったようです。私は、入ってもややこしくなるので、お任

せして、大半、合唱練習に参加し、久しぶりのモツレクを楽しみました。 

 



２月７日（日）―オケと合唱の初合わせ 

４時半すぎ、和光市民文化センターで、3 月 13日の和室や楽屋などの一部施設を追加予約

し、5 時からは、3 月 13 日コンサートの舞台づくりで、ステージマ ネージャーや国際チ

ェロアンサンブル協会理事などと舞台担当の 2 人と、打ち合わせ。同時多発のイベント展

開に、また舞台担当、のけ反りました。それでも、 分刻みになるスケジュールもおおよそ

は行けそう、なメドがつきました。 

 

6 時から、初の「和光３・１１」のオケと合唱の合わせ。フィンランディア、モーツアルト

「レクイエム」、そしてベートーヴェン第９。合唱６0 人、オケ４５ 人が 3 時間。まだ、

今日欠席の合唱 120 人、オケ 40人がいない、半数以下のメンバーでしたが、部外者が聞

けば、それなりには、と。しかし、まだまだ改善 の余地多く、合唱、オケとも、今後の練

習で修正してゆくことになるでしょう。嬉しかったのは、コンバスが 4 人も練習参加。あ

と 2、3人増え、6、７人にな りそう。第９、はこうじゃなくちゃ。 

２月１１日（木ー休日）月命日―カフェ運営会議 

 

今日は、毎年１回の「３１１ 有志 支援者会議」。今回は、その前に、２時から、御茶ノ

水の喫茶店で、３月１３日に東北物産・支援グッズ販売の出店者たちに集まってもら い、

「和光３・１１」特設カフェのことを含め、打ち合わせ。石巻・気仙沼大島・岩手三陸海

岸などの支援者。色々なアイディアが出ました。これから、「出店・カフェ運営委員 会」

を立ち上げ、短期間ですが、共通の仕組みを作って頂くことになりました。 

 

 



２月１２日（金）―チェロ自主練習 

 

午後４時に車で出発。みなとみらいのアウディショールームまで、約５０㎞、２時間かか

りました。１５００万もする車が並んでいます。その隣のレストランが会場です。 

定刻の７時になると、約２０人のチェリストたちが三々五々集まり、まずは、軽く腹ごし

らえです。７時半、練習開始。 

ところが、私は、合唱・オケコンサートにも出る方の為、ボーイング付きの「モツレク」「ふ

るさとの四季」「フィンランディア」「第９」 の楽譜をコピーしに、むかえの「ワールド ポ

ータース」の中のコンビニへひとり行き、１０３０円、つまり１０３枚のコピーを取って

いました。 

 

ようやく戻ると、３曲の新曲と、最後にヘンデル「パッサカリア」だけ弾いて、もう９時。

全員の写真を撮って、「お疲れ様」。 

９時から懇親会。まず、乾杯！暫く歓談ののち、自己紹介。そしてまた歓談。１０時半す

ぎに解散。自宅へ到着したのは、午前１時でした。 

 

 

 

 

 

 

 



２月１３日（土）―第５回合唱練習 

 

１時半から、「和光３・１１」第５回合唱練習です。 

まず、フィンランド語の発音練習。馴染みのない言葉なので、「コイッター」参った！そし

て、第９が先でしたが、結構時間をかけ、これもドイツ語の発音など で諸注意。最後の３

０分で、「ふるさとの四季」。どの曲も馴染みのある曲なので、自然と心躍ります。５時を

２分超過、の熱血指導の佐藤先生とピアノ坂本先生を車で朝霞台駅までお送りしました。 

２月１７日（水）―舞台打ち合わせなど 

  

９時半から、和光市役所１階で待ち合わせ、文化振興公社へ、２０日にあるコンサートの

折り込みチラシ持参。１０時から１２時まで、振興公社職員、和光市民文化センター「サ

ンアゼリア」の舞台担当と、３月８～１３日イベントの打ち合わせをしました。特に、１

２日 チェロ・コンサートと１３日合唱共演コンサート、大コンサートと３つの舞台づくり

を巡り、昨年３月の「４００人近い合唱団」「１００人近いオーケストラ」 の配置図を参

考に、色々な案を話し合いました。前例はありますが、今年も、大変そうです。 

それから、地下のレストランへ行き、３月１３日「和光３・１１」打ち上げと４月２４日 

和光市民合唱団打ち上げについて、店長と折衝。 

午後から、和光市ボランティアセンターで、和光市広報の原稿をチェック、朱を入れまし

た。その後、和光市中央公民館で、預かってもらった「トン袋」を引き取りました。こち

らのドイトなどでは福島に山盛りの黒いトン袋がなく、写真展で展示するのに困っていま

したが、.福島県大熊町から朝霞へ避難している方が買って頂けました。 

 



２月２３日（火）―中学校訪問 

  
和光市三中へ行き、３月１３日ボランティアに２０名参加申込の名簿を頂きました。 

それから和光市社協へ。最新の３つの情報媒体の「和光３・１１」記事を見比べました。

まず、写真左は、東北から埼玉への避難者の支援、「福玉便り」３月号。真ん中 は、和光

市文化振興公社「サンアゼリアニュース」３月号。白黒のゲラは、社協ボランティアセン

ターニュース３月号。ここでは書けない重要な打ち合わせやお 仕事を常務理事や担当者と

こなし、帰宅。 

 

夕方、夕飯の食材を買いに出たついでに、なかなか出来なかった朝霞市内の町内看板にポ

スター、チラシを 6 か所貼ることが出来ました。ちょうど、隣には、同 じような日程で、

朝霞中央図書館での３・１１イベント、映画「日本と原発 4 年後」上映会と、写真展のポ

スター。その写真家は、昨年、「和光３・１１」の ときの浪江町出身の写真家高木さん。

この方の好意で、先日黒い汚染物入れの「トン袋」を買って、新品のほうをお借りしまし

た。なお、以前、駅員さんに即、 駅構内に貼ってくれたポスター、無事でした。 

２月２６日（金）―「和光３・１１」イベントへのお誘いレター発送 

 



朝３時からずっと「和光３・１１」そして「合唱団演奏会」の２つのイベントに来てくれ

るよう、お手紙を作りました。これに２枚のフライヤーチラシを入 れ、１００通以上は送

りますが、今日は、とりあえず、４０通。早速、午後、投函！ちょうど、第９ソリスト米

谷さんから明日のコンサートのプログラムに鋏む フライヤーチラシを１６５枚持ってき

て、という連絡もあり、西大泉のご自宅へお届けしました。 

２月２７日（土）―「支援者会議」 

 

浦和へ。シンポ「震災から５年 広域避難者の生活と支援を考える」。埼玉県に避難、自主

避難している５０００人。県内各地約３０か所で行われている「避難 者の集い」の避難者

グループや支援団体ら、６０名が参加。司会は法政大准教授。筆頭の説明は、立教大助教。

二人とも、「福玉便り」編集で、能力発揮。避難 者の最大の心配は住居問題。県の家賃支

援も無くなる。低収入で、でも帰る家は今もあるのに「帰還困難地域」で帰れない。昨年

１１月になって福島市から自主 避難してきた人もいる。いつまでも放射能汚染は人の身体

と心を蝕みます。マスコミも、東京新聞、ＮＨＫ ＴＶ、毎日新聞、埼玉新聞などが来て、

目ぼしい主催者たちにインタビュー。                       

その後、支援者からの報告や、大熊町、双葉町、富岡町、浪江町、そして福島県の復興支

援員らの報告。そして、参加各団体のアピール。私は、事前に参加者に 「和光３・１１」

チラシを配布して、ピンクの「和光３・１１」ジャケットと大きなポスターを持って登壇。

後の方か、とのんびり構えていたら、２番目に指名 され、「短時間で」のプレッシャーか

ら、「和光３・１１」のＰＲもそこそこに、さっさと引き下がり、言い忘れたことがあった

ので、全員が終わってから、 「スミマセン」とカッコ悪く付け加えました。４時半終了。 

２月２８日（日）―第２回チェロ・コンサート練習 
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午後 5時半より、「和光３・１１」チェロ・コンサートの第 2 回練習。50名を超す参加者。

なんと、北海道函館、九州鹿児島、そして、静岡、山梨、栃木からも複数参加。東京都と

神奈川県が二分。千葉 1人、そしてお膝元、埼玉は私を除きゼロ！民度の違いでしょうか？ 

5 時半から 9時近くまで練習。といっても、私は、半分ぐらいしか参加できず、片付けし

て 9 時半近くになり、明日も早いので、駅前の居酒屋で飲んでいる主要メンバーとも合流

できず。 

３月１日（火）―実行委員会 

 

1 時から実行委員会。昼飯を食べる時間が無く、スーパー弁当をかっ込みながら、開始。最

も時間がかかった論議は、１３日（日）の大きくは各イベントの色々 なスタッフ問題。３

つの和光市立の中学生のボランティアが、５０名以上来てくれるようです。でも、それを

統率する大人が必要です。そ して、２つのコンサート出演者の控室問題。合唱団共演出演

の団体ごと、の当初案では、大コンサートの合唱、オケの控室どころか、荷物置き場すら

なくなるの で、すったもんだの末、結局、男女別更衣室、荷物置き場、控室を２分化する

ことにしました。全員が発言で、気付くと３時半を回っ ています。 

３月２日(水）―東京新聞などに予告記事掲載 

東京新聞埼玉中央版に掲載されました。 

 



タイトルにある石巻市民交響楽団からは、ヴィオラの団長、コンマス（仙台フィルメンバ

ーのプロ）、それにホルンの３名が見えます。（団長は３月６日 の和光市での練習にも参加

します。） 販売コーナーでも「石巻マル シェ」が出店、宮古、山田、田老、大船渡、気

仙沼など三陸の味覚も懐かしくご賞味頂けます。  

  

地域情報誌「ぱど」朝霞・和光版、新座・志木版の表紙にも掲載されました。これも、記

事が下から上へと、切れているので、見ずらい、気付きにくいのは残念ですが、無料取材。

ありがとうございます。                     

3 月 3 日（木）－「さくらの木」受け取り  

 

夜、緊急出動！三鷹市まで２０ｋｍ弱を飛ばし、奄美大島の画家久保井さんの「さくらの

木」を取りに行きました。紹介者は、明日から７日まで先方不在、とのこと。７日には会

場に飾るので、今しかない、と即稼働。井の頭線踏切、自衛隊重車両に遭遇。環８も空い

ていて、楽勝！の往復１時間半。毎年「和光３・１１」会場に飾られ、募金とともにメッ

セージやエールを書いた花びらを貼って頂き、咲かせるのです。  

 

 

 

 



3 月 4 日（金）－司会台本づくり  

          

午前 1時半ですが、まだまだ寝れません。まず、１３日第２部の司会の台本作り。それか

ら、１２日、１３日の「打ち上げ会」チケット印刷など準備。 

 

午後 7時からは「合唱団共演コンサート」に出演する「ブルク・バッハ室内合唱団」メン

バーとして合唱練習。3月 13 日に歌う 2曲中心に繰り返し同じフレーズを練習。熱が入

って、9 時半近くまで。長い一日でした。 

3 月 5 日（土）－毎日新聞にも掲載 

毎

日新聞、埼玉版です。各イベントの中で、「和光３・１１」の写真を使ってくれました。 



 

午後 1時半からはチェロ・コンサートの練習。５０余人。だいぶまとまってきました。最

後には、わが「和光３・１１を忘れない実行委員」の中の合唱団所属の「精鋭」４人、お

揃いのピンクのジャケットを着て、歌いました。 

チェロの伴奏での歌唱は格別だったようです。本番では、観客の皆さんが歌い、チェロが

伴奏する曲が何曲かあります。もちろん、プログラムには、歌詞カードもおつけします。 

 

 
５時半からは引き続き、「和光３・１１」合唱の練習。出席者１１０人ほど。こちらもだい

ぶ良くなってきました。特に「ふるさとの四季」は感動的で、思わず終わってから拍手を

してしまいました。 

3 月 6 日（日）－オケ練習 

 



午後１時から５時まで、最後のオケ練習。６０数名の中には、石巻市民交響楽団団長も、

ヴィオラ参加。冒頭は、フィンランディア。この曲だけのために不可欠 なチューバ。上手

いと思ったら、音大の学生。管打楽器課チューバ専攻。次は「ふるさとの四季」。なんとい

っても、知っている唱歌ばかり１１曲。ピアノでは こうはいかない、豊かなオーケストレ

ーション。そして「モツレク」。トロンボーンは合唱のバスパートと同じ旋律って感じ。ソ

ロの見せ場も。そして「第 ９」。弦楽器は大変（モツレクもだが）。コンバス６台、咆哮。

チェロではありえん、運指。部屋が狭いので、シンバル、ティンパニーも鳴り響き、割れ

んばか りの音響。あの大ホールでは、これで適量。お疲れ様。次は本番前日、１２日のＧ

Ｐ。会場は、本番の大ホール舞台、です。 

3 月 7 日（月）―写真展示作業 

 

朝から１０時間以上かけて、写真展示作業。 

ちょうど、今日は市議会会期中。食堂で、松本市長とバッタリ。 

 

 



午後３時ごろ、電話。「私、双葉町出身のものですが、和光市広報を見て、写真展について

お伺いしたいのですが。」。お近くなので、お越し頂きました。する と、地図を指さしなが

ら、「ここが我が家。私は双葉高校を卒業すると上京してしまったけど、３・１１まで弟家

族が住んでいたところ。近所には多くの親戚も いたけど、全部バラバラに。」。結局１時間

近く後に帰られました。 

 
しかし、７時すぎ、再び見え、「お腹もすくでしょう」とピザの差し入れ。暖かい心に感動

しました。 

３月８日（火）―写真展「双葉町の光（かこ）と影（いま）」オープン！ 

 

朝９時から「写真展示会」オープン！昨晩８時で作業完了。会場は出来上がっていました。 

暫くすると、読売新聞記者が私たちを取材。でも、私は「逃げ回り」、来場していた双葉町

からの避難者を紹介し、そちらに振りました。 

 

 

 



その後も、色々な方が見えました。ずっと、津波被害の写真集を見続ける方や、故郷が双

葉の方、または近くの南相馬の方なども熱心にご覧になっていました。また、大 ホール舞

台での指揮者広上さんのトークショー？があり、その８０人の観客の一部が流れて来たの

で、その時期は若い音楽関係の方々も見え、賑わいました。 

3 月９日（水）―写真展 2 日目。テレビ取材も。 

 

 

 

今日も様々な方々がお見えになりました。「ばら」関係者。特に埼玉バラの会。次に「県立

双葉高卒業生」。写真の３人娘は、大熊、浪江、南相 馬出身。３・１１前に結婚や就職で、

川崎、横浜方面で暮らしている「同窓会仲間」。そういえば、昨年３月の写真展の写真家高

木さんや映画監督佐藤さんも同 じ双葉高校でした。ほかにも、双葉から新座の公務員宿舎

への避難者や、昔の職場の友人も来ました。そして、松本市長さんもフラッと。 

 

夕方、テレビ取材。J-COM の５時１０分頃から、立川・八王子方面の旧三多摩地区へ生中

継。その後、この映像を使って、和光・朝霞など埼玉南部地区へ６時半ごろ、さ らに１０

時すぎなど放送、とのこと。実行委員長とともに掛け合いでインタビューを受けるはずが、

直前リハで、「齋藤さんは、インタビューが終わったら、 ＢＧＭでチェロを弾いて下さい。

チェロ・コンサートなどの紹介を実行委員長にお伺いしている最中、宜しく！」と無茶振

り。仕方ないので、ぶっつけで、カッ チーニ「アヴェ・マリア」を弾いてしまいました。 

第２日目も無事終了。今日の「エピソード」は、「同期生奇縁」話２つ。 



 

①埼玉ばらの会会長の同期がなんと！－「今日から、こちらの会員を毎日スタッフとして

お手伝いさせます。」と有難いお電話。そして、切ろうとすると、「と ころで、昨晩、私の

昔の会社の同期会があって、６０人に、この和光のバラの写真展を宣伝していたら、ほか

にも、和光のコンサートを宣伝している奴がいるの で、互いになに？と相手の持っていた

チラシを見たんです。なんと同じ和光３・１１イベント。で、オレはバラの関係だが、お

前はなぜ、と聞くと、コンサートの主役のプロ音楽家のお父さんだったんです。」。ここで

は、それがどなたかは控えますが、昨日はオケコンマスの父親が見えて懇談しましたが、

それ以上の ビックリでした。 

 

②J:COM のディレクター兼インタビューアーの同級生がなんと！ーテレビ中継の１時間

前、挨拶もそこそこに私から写真展の説明をし始めました。「この双 葉のバラ園写真展と

英国人の写真展の２つをつないでくれたのが、英語のバラ本の編集をしたマヤさんとい

う・・」。すると間髪入れず、「あ、彼女は良く知っ ているんで分かってます。私の小学校

時代からの親友で、この本の出版の際も手助けしたんです。」。だけどあちらはハーフで英

語ベラベラ、こちら、どう見て もドメスティック、と、いうのが見間違い。「アメリカン

スクール」の同級生。まさか、ＮＨＫのニュースキャスターとして人前で堂々と話せるよ

うになると は、当時の物静かな少女からは想像できないほど、と。 

 

3 月１０日（木）―写真展３日目。 

 

写真展には、相変わらず、切れ目なくお客様が来場されます。その合間をぬって、午前中

に、大ホールで１２，１３日に使用するプロジェクターのテストと位置決めをしました。 



 

次に小ホールでの１３日の「カフェ」設営について、実際に机を動かしながら、レイアウ

トを検討しましたが、昼が近いので、４日続けての同じ食堂へ。でも飽きません。 

 

食事後、再び小ホール。明日１１日のつながりカフェ準備が始まっていました。 

 

展示ホールへ戻ると、「横浜バラ写真の会」のメンバーが再び見え、バラ好きの私の妻へ、

とご自分で撮影したバラの写真葉書を頂きました。またさいたまバラ の会の理事さんもス

タッフ参加頂き、バラのブリーダーとして新種を作ったりする話をお聴きしました。 

 

そうこうしているうちに、昨年の指揮者佐々木さんと妻 でオルガニストの小倉さんが見え、

舞台と楽器の打ち合わせや、楽譜の受け渡しなどをしました。実行委員も１年ぶり、で懐

かしい再会となりました。 

3 月 11 日（金）－追悼の日。そして「和光３・１１つながりカフェ」 



 

 
朝から、まず、朝霞市中央図書館で開催されている「震災イベント」に顔を出し、「和光３・

１１」のチラシとポスターを置き、代わりに、こちらのチラシを頂 き、双方で紹介しあう

ことに。写真展の高木さんは、浪江出身、双葉高卒。昨年、「和光３・１１」写真展でお願

いした方。不在でしたので、顔見知りの主催者 に宜しく、と。 

 

 

 

昼からは、「和光３・１１つながりカフェ」。実際の企画運営は、和光市社協なので、「お任

せ」。新潟県の十日町の震災体験話と、歌声喫茶ともしびのパフォーマンス。顔見知りの避

難者や支援者とご挨拶。 



 

午後 2時 46分、黙祷。 

 

 

「和光３・１１つながりカフェ」の開始前、そして 4 時半終了後、観客の一部が写真展に

も流れてきました。浪江の復興支援員や双葉町出身の方々。お話をうかがっている間に、

懐かしい故郷の写真の前で泣かれました。お互い、双葉町出身、と引き合わせると、やは

り共通の知り合いがいる、と長話。 

 

こちらは、明日、明後日のプログラムに差し込む色々な資料、チェロ・コンサート用歌詞

カード、今回の参加者全員の名簿、そして 13日のカフェへの誘導チラシを 1500 枚から

700 枚、印刷。 



 

会場に戻ると、ちょうどチェロ・コンサートのゲネプロ。60 人超。北海道や九州からも。 

 

遠隔地から見えたホテル宿泊組 10 数名のうちの「有志」での懇親会。帰宅すると午前 1

時でした。 

3 月 12 日（土）―チェロ・コンサート 

 

午前中は、大ホールで最後のリハーサル。緊張感が漂います。 

 



一方、写真展には、連日、お手伝いのスタッフをお送り頂いている埼玉ばらの会橋本会長

さんが、スタッフとしてお見えになり、ご挨拶。わざわざ埼玉県北部、群馬県 近くの深谷

に１５０坪の土地をばら庭園造りのため、購入、というから当然、庭園も凄いのです。社

協ボランティアセンター担当、つまり仕事でボランティアを 募り、手配する側でありなが

ら、土日のプライベートをこの日は、自分もボランティアで参加してくれたＯさん、も、

ビックリ！写真も見せて頂きました。 

 

チェロ参加者の昼食は、小ホール。一方で開場準備にスタッフは追われ、いよいよ１時開

場。「さくら募金」された方々の花びらメッセージ用の「さくらの木」 も少しずつ開花。

小学校同級生、「３１１ 有志」の仮設訪問常連メンバー、そして孫も来てくれました。 

で本番。 

 

私は、４つのパートのうちの２パート。前列３人目の金髪さんの後ろ。練習で空席。１時

間半、休憩をはさんでの「熱演」でしたが、残念ながら、３００人程度 の観客で、客席に

は空席も目立ち、「こんな機会、滅多ないのに、来なかった人、大損したな。」。事実、終演

後、様々な観客の方々から最大級の 賛辞を頂きました。中でも、４人組の知らない「オバ

サン」。「とっても良かったです。チェロって素敵な音色なんですねえ。特に隣にいた知ら

ない方など泣い ていました。今日は本当に良い想い出、ありがとうございました。」と。 



 

３時半から隣の展示ホール下のレストラン貸切で、「打ち上げ」。もはや恒例になった「松

本市長ご挨拶」。やはり、参加者からは、「若い市長やなあ。」。次に指揮をされた田久保さ

ん。そしてソロを歌った畑井さんが乾杯の音頭 

。  

皆、終わった解放感で、笑顔、笑顔、笑顔。途中で、関西・中部６人組のアンサンブル。

司会の私、ここで、無茶振り。奈良から来てくれた参加者が、かつて南 相馬の仮設住宅で

の訪問演奏で、高齢者からのリクエストで「ド～、レ～、ミ～」とスケールを弾いて見せ

ると、それだけで泣かれた、という経験を披露しなが ら、実演をしてもらいました。する

と、彼女は、またその光景がフラッシュバックし、泣きながら演奏してくれました。 

５時半過ぎ、打ち上げは、大爆笑の締めで終了。 

 

早速、大ホールでの明日の大コンサートのＧＰ準備。そして６時から、まず小中学生を７

時までに終わらせるため、曲順も、小中学生が歌う「ふるさとの四季」ベートーヴェン第

９の主題部分から。舞台は満杯！その後、第９では、私も少しだけ本番気分を味わいたく、

舞台へ。ソリスト初の参加。凄い！そして、休憩後、最後はモーツアルト「レクイエム」。

慶應ワグネ ルも、「見学」。ソロ、やはり初。これまた第９とは違った声質、音色で、見事。

やはり今回の８人のソリスト、実力派ばかりでした。 

 



3 月 13 日（日）－最終日。合唱共演コンサート＆大コンサート 

激闘の一日でした。 

 

朝９時開聞。合唱団共演コンサートと、大コンサートの参加者４５０人、それにボランテ

ィアスタッフや販売コーナー、写真展スタッフなど１５０人が一斉に入場。各々の持ち場

で、準備開始。 

 

大ホールでの４時本番のオケと合唱のリハーサルと同時並行で、小ホールでは、１時本番

の合唱団が声だし。一方、写真展には、双葉ばら園の園主、岡田さんがお見えになり、暫

し歓談。その本の編集者、マヤさんは、小ホールロビーで本の販売準備。 

 

１２時から出演者は小ホールや楽屋などで昼食。そして、販売コーナーで、買い物。 

１２時半、開場。１時「合唱団共演コンサート」開演。 



 

筆頭は、和光市「うずら児童合唱団」。小中学生の可愛らしい声。 

２番手「コールＮ」。長崎北高卒業生メイン。立ち姿が歌手です。 

 
３番手も和光市「WAKO ゴスペル」。わが実行委員らが大活躍。 

４番手、新座「Ｓｏｌｅ」。アフリカの音色、ハーモニーに驚きの声。 

 
５番手、新座「ブルク・バッハ室内合唱団」。これだけは、と出演。 

メンデルスゾーン、コダーイ。あとで聞いた観客の感想では、良かったらしい。 

 

６番手、浦和の「Musica Foresta」。秋田音頭はジャズ。 

７番目、「慶應志木高ワグネル」。圧巻。場内に響き渡る。 

 

 



 

そして、最後は、「大和中放送部+Yamato 読み聞かせ隊」。大川小の悲劇の絵本を朗読。亡

くなった子供たちの想い出を次々と語る。私の周りにはあちらこちらで鼻をすする音が。

私もファインダーが曇りました。 

 

１時４５分、合唱団共演コンサート終了。と同時に、舞台転換のため、会場の観客を小ホ

ールと写真展に誘導。販売コーナーやカフェ会場は大混雑。カフェでは、歌ったばかりの

合唱団が、自己紹介の一曲。私も「ブルク・バッハ」で舞台へ。 

 

あっという間に３時半、第２部「大コンサート」から入場する列に、予定の開場時間が１

０分遅れになるお詫びをして回っていると、動き出しました。 

 

 

 



 

４時、モーツアルト「レクイエム」全曲。会場は８割程度、チケット入場者７００人。合

唱団共演コンサート出演者やスタッフなどで１０００人近く。司会は、 ゴスペル、朗読、

会計、と超多忙なわが実行委員。私も歌いたかったが、事務局として多忙。出演は断念。 

 

カメラマンとして、ま近でソリストの美しい歌声に暫く 聴きほれました。しかし、ずっと、

という訳にはいきません。 



 

写真展の撤収を確認に行きました。駐車券無料扱いのスタンプをもらうのも、仕事です。 

 
さらに、販売コーナーを小ホールから大ホールロビーに移す作業を見届けました。５時す

ぎの休憩や終演後の商売に備えます。スタッフ、余裕です。 

 

５時すぎから後半。「ふるさとの四季」は、やはり馴染みの唱歌ばかりで、しかも、大人の

男声、女声、混声だけでなく、小中学生、高校生が次々とメドレーが 面白い。今年も慶應

志木は、２階袖席から、立体音響。 



 

「フィンランディア」の冒頭、チューバ、トロンボーン咆哮。      

そして第９。モツレクのソリス トとはそれぞれ異なる持ち味。それにしても、各地の「第

９の会」メンバーが多く、暗譜で、正面を見ながら、なので、声が良くでて、凄まじい音

量。終わって 出て来た同じ合唱団の方は目を腫らしていました。聞けば、「何度も第九を

歌ってきたけど、今回、初めて演奏中に泣けてきました。ソリストの皆さんも素晴ら しく、

未経験の感動、貴重な体験でした。」。合唱三昧の一日が終わりました。 

 

 

６時すぎの終演。そこから、販売スタッフは最後の「閉店セール」。そしてこちらは、舞台

バラシ。普通なら合唱団の男性が駆り出されるのですが、ここでは、 慶應志木高生の３０

数人が昨年同様、大活躍。朝から、長丁場での「モツレク」を除く全曲を歌ったあと、な

のに、ヘトヘトな大人をしり目に、機敏に動いてくれます。もちろん、この貢献に、少し

は報いなければ、と、隣のレストランでの打ち上げにご招待。大いに食べて頂きました。

そうすると、お返しに、と、「い ざ起て戦人よ」を歌ってくれ、アンコールの大歓声！す

ると、慶應応援歌合唱バージョン。打ち上げに参加しなかった方々、損しました。 



 

その打ち上げ、私が司会を、と言う考えは甘く、撤収のゴミ、売れ残り商品、写真展備品

などなどに、打楽器運搬も重なり、自宅まで運び、家族の協力で、山の ような段ボールを

置き、また会場に残した段ボールを取りに。なので、打ち上げには、ほとんど参加出来ず、

残り３０分でなんとかソリストの皆さんには挨拶が 出来ました。でも、聞けば、ソリスト

の方々の挨拶が良かった、涙だった、という話。残念！ともかく、８人ものソリストの皆

さんの善意での参加、実行委員一 同、感謝いたします。有難うございました。 

 
さて、打ち上げ会場を見渡すと、一角は石巻市民交響楽団関係者様！２０１２年３月石巻

での「犠牲者追悼特別演奏会」に首都圏から参加した３０名の弦楽器・ 合唱メンバーと団

長やコンマスと。そこで、謀議。２０１８年の「和光３・１１」の相談。２０１７年？そ

れはそれ。再来年企画です。そして、団から、と頂い た宮城のお菓子は、貢献大の慶應志

木部長へ。１０時近く、私の「一本締め」で終了。 

 

朝霞のホテルに宿泊している石巻オケメンバーは、２次会。昨年３月の指揮者で、石巻市

民オケほぼ常任の佐々木克仁先生をお呼び出し。車を家に置き、徒歩で駅近くの飲み屋で、

「乾杯！」。日付も変る頃、店も閉店で終了。長～い一日でした。 



３月１４日（月）―後始末の日。 

  
①自宅に持ち帰った６日間の「さくら募金箱」現金分をカウント。約１８万近く。１万円

札３枚も。これに、チケット入場料に上乗せした募金。 

募金と同時に花びらへ「エール」メッセージが書かれたさくらの木。奄美大島の画家、久

保井さんから今年も無償提供頂きました。 

  

 

「さくらの木」には、見事に、そしてエールメッセージが書き込まれました。募金結果と

活用方法、さらにさくらの木は、今後、昨年同様、展示ホールに掲示する予定です。 



             

②写真展でのＤＶＤ上映、チェロ・コンサートでの「１０００人チェロ演奏風景」、「絵本

朗読」での背景と３つのシーンで大活躍してくれた高性能プロジェクターを梱包し、コン

ビニで送付。無料での提供、ありがとうございました。 

③打ち上げを２日連続で行ったサンアゼリアのレストランへ支払。 

④募金箱を和光市文化振興公社へ返還。この透明な募金箱のおかげで沢山頂きました。 

３月１５日（火）－後始末の日 

 

朝から家の中の段ボール整理。そして、主に朝霞市内のポスター剥がしに。１０数箇所の

場所はしっかり記憶していたので、多分、全部回収したはずです。でも、２か所では、す

でに無くなっていて、期限が来たので剥がされたようでした。 

 

夜は、和光市まで。コンサート参加者の大事な忘れ物を渡すためです。７時に回転寿司。

それから店内に誰もほかの客がいなくなった１０時の閉店まで、ノンアルコールで粘り、

沢山のチェロ話やオケ話に興じました。男の長話、も良いもんです。わざわざ川崎から車

で取りに来られたので、お土産に、わが「和光３・１１」実 行委員長のクイックレスポン



ンス、「チェロ・コンサート」ＣＤ第１号を贈呈。大喜びで、帰りに聞くのが楽しみ、と別

れました。 

３月１６日（水）―残務整理の日 

 

一日、残務整理。まだまだ終わりません。 

すると、嬉しい話つぎつぎ。 

まず、今回忙しくて、オケに参加出来なかったヴァイオリンの薬剤師から「募金」手紙を

頂きました。写真展のアンケート、手書き３０枚を、ひとつにまとめる作業中。圧倒的に

５０代、６０代の女性。でも１０代も４人。この写真展を皆評価し、また福島の現状に心

痛め、主催者として、これも嬉しい話です。 

３月１８日（金）―後始末の日 

 

北区王子の北とぴあへ北区民オケや個人所有の打楽器を返しにいきました。２５４バイパ

スの歩道橋には、「新元素命名祝」の和光市の横断幕。左には、いつも 使う中央公民館。

渋滞で１時間半かかって王子。新型の路面電車が後を付いてきました。１時にようやく北

とぴあ地下３階の駐車場へ着き、台車をお借りして、 全部乗せ、全部揃っているか、点検。

楽器倉庫へ運ぶと、新幹線が横を通り過ぎます。 



 
１時半、収納し終わり、受け取り手の清水さんと昼食。キリンビールが美味そうなのに、

ドリンクバーで紅茶やコーヒー。今年の「和光３・１１」話は尽きませ んが、こちらの頭

は、もう来年３月１１日（土）、再来年３月１１日（日）。また「妄想」を一部開陳すると、

色々アドバイスも頂きました。昨日の手島さんの お話からもある発想が湧きました。月末

の実行委員会でまでに、より具体的に企画を練り、提案します。 

３月２３日（水）―「感動」の報告 

残務整理が色々ある中で、忙中閑あり。メールや郵便受けに嬉しい便りがありました。  

メールではこうでした。 

   ＊   ＊    ＊   ＊   ＊   ＊ 

「３．１１を忘れないコンサート」以来ですが、齋藤さん、残務で忙殺ですか？あるい

は燃え尽き症候群でしょうか？ 

とにかくも連日の大掛かりな企画で、驚きました。 

お付き合いで、チケットを購入し、一部を聞いたら帰ると言っていた友人が 2 部のオケ

とコーラスの最後まで聞き、しかも、第九の演奏が終わるや、私の左横で いきなりス

タンディングオベーション！興奮さめやらずという状態に、びっくりでした。しかも右

横の席はアメリカ帰りの〇〇さんで、彼も終わるやいなやスタ ンディング。 

私の両隣のお二人は、申し合わせたものではなくて、どちらが早かったか、真ん中に坐

る私にも判定がむずかしいほど、ほとばしるような感動で立ち上がったのでした。 

合唱団の最後列で歌っていたアルトの☓☓さんにも、これは見えていたようで、最後の

最後まで、立って拍手を送ってくださって、本当に嬉しかったと、あとでメールをいた

だきました。 

齋藤さんのもとには、その他どれほど多くの反響が届いているかと、想像しています。 



 

 

３月２５日（金） 

 

４市の市庁舎へ行って、後援事後報告を市と教育委員会に提出しました。で、それぞれ、

面白かったことだけ。まず、最初は新座市庁舎。 

本庁舎のエレベータが混んでいたので、大回りして、階段でのぼり始めると、わが合唱団

のしかも、同じ広報担当で、昨日も長いメールをくれた職員が下りてくるではありません

か。まるで、天女のように。今晩も、合唱練習、 そして役員会で一緒になるのに。 



 

次は、志木市役所。ここは、やたら親切。庁内を少しうろついていると、通りがかりの男

女職員が次々と微笑み、「どちらかお探しですか？」。あげくは、「そこまでご案内します」。

よほど、老人に見えたのか、それとも、誰にでもなのか。 

 

和光市役所。市長のＦＢで紹介された桜、確かに花開いていました。昼休みの消灯中のお

弁当を邪魔しました。そして、いつもの食堂でハンバーグ。最後は、チ ケット売り場で、

来年３月施設予約の大幅修正を申し入れました。 

「和光市文化振興公社」へ。助成につき、施設使用料が大幅減額されているので、その結

果報告が、イベントから 2 週間以内。つまり、この日曜日、ですが、公社は休み。月曜で

は、1日遅くなるので、再び、和光市役所へ来たのです。 

 

最後は、朝霞市役所。桜が少し咲き始めています。ここでは、ほかと違い、受け取りやい

なや、こ ちらを待たせて、ひたすら電卓で「決算報告」（３月末前なので暫定）を縦計算



し、「合ってますね」。さらに、先に出した申請書をファイルから取り出し、照 合。そして、

ようやく、「確かに受理しました。」。 

３月２６日（土）―忘れ物をお届け 

 

先般の「和光３・１１合唱団共演コンサート」で楽譜の忘れ物があり、今日は合唱グルー

プ「Ｓｏｌｅ」リーダー高橋さんにお渡しする日です。北朝霞１１時半 の待ち合わせ。近

くのイタリアンレストランで、ランチしながら、主題も忘れて、音楽話に夢中になりまし

た。４月から大学院生。ミュージカル専攻の世界も、 大変興味深い話が色々。気付くと、

２時間近く。合唱練習開始時間でした。「和光３・１１」出演のお礼をして、別れました。

また、いつか出演を、とお願いし て。 

３月２８日（月）―第１回「和光３・１１を忘れない実行委員会」 

 

午後１時半から４時まで、「和光３・１１を忘れない実行委員会」。３人欠席。                              

今年３月の 「和光３・１１」の総括です。「沢山のイベントの同時開催で色々なエラーや

失敗があってとくに参加者には迷惑をかけたこと、昨年より観客動員＝チケット販 売が少

なかった点も反省。が、全体としての評価は、観客アンケートからも良かった、と思う」

と総括。ちなみに募金は３０万、収支は単年度１０万赤字、通年 １０万程度の黒字決算の

見込み。    

最後に２０１６年企画。東北から子供たちのオ ケや合唱を呼べないか、しかし、３月１１

日当日に来れるのかなど論議。よりシンプルな企画で、３月１１日（土）メインとするこ

とにしました。ただ、翌１２ 日（日）までイベントは続けます  以 上 


