
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

♫♬	 2012．８，５「世界の命＝広島の心」を歌おうよ	 ♫♬	 	 

          生命の詩を奏でる＝鼓動＋風＋氣＋響	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 世界の命＝広島の心を歌おうよの会	 

	 

山肌を風がわたる	 

なつめ色の星のにおい	 

谷のせせらぎにまじって	 

あるとないが	 

ほんのりと空をそめる出会いに	 	 	 	 	 	 	 	 	 

つきあたる・・夜明け	 

Wind	 blowing	 across	 the	 mountains	 

fragrance	 of	 the	 date-colored	 stars	 

mingled	 in	 the	 murmur	 of	 the	 mountain	 stream	 

being	 and	 non-being	 

meeting	 in	 the	 lightly	 blushing	 sky	 

meeting・・dawn	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

つま先立ちで風の花びらを歩く・・風と暮らそう・・土と暮らそう・・海と暮らそう	 

輪になって・・小さな輪になって・・地球の輪になって・・	 （詩：長沢哲夫	 Tetsuo	 Nagasawa）	 

 

・・・・平和を祈り、ご一緒に歌いましょう・・・・ 

 

 

● 8 月 5 日	 

一部	 原爆供養塔（15：30～集合）16：30～	 

	 	 	 	 折鶴（合唱）	 

	 	 	 	 「こまんたれぶぅ」による演奏	 

	 	 	 	 想いを語る・・・≪声なき声≫に寄せて	 	 

	 	 	 	 和を奏でる・・・（協力：邦楽広島フォーラム）平和の山河	 

	 	 	 	 夾竹桃の子守歌（合唱）	 

	 

	 

二部	 地球ハーモニー	 in	 ひろしま 18：00～	 

	 	 	 	 朗読	 「上田由美子	 詩集より」	 ≪八月の夕凪≫	 BGM	 	 

	 	 	 	 演奏	 <世界の命=広島の心>	 合唱	 

	 	 	 	 朗読	 「長沢哲夫	 詩集より」	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ≪	 夜明け～≫	 BGM	 

	 	 	 	 演奏	 <風になりたい>	 こまんたれぶぅー＋みんなで＋手作り楽器歓迎	 

	 

	 

	 

	 

	 



	 

	 

八月の夕凪	 	 上田由美子	 

	 

広島の夏は	 	 夕凪が街を覆う	 	 一日に一回	 夕暮れ時	 	 	 

風を一斉に止め	 	 木々が葉音を止め	 	 空気が微動だにしない	 

	 

広島の夏は	 街全体がこの時	 静止する	 

晩景	 色を伏せ	 	 黙祷するかのように夕凪に従う	 

	 

この時間	 	 公園のブランコはゆれ始め	 	 ベンチには夕陽に透けて人影が座る	 

水面から蒼い光が立ち上がり	 	 岸辺に浮いていた小舟を音もなく	 

滑るように漕いでいく	 	 橋の欄干から	 	 土手の芝生から	 

花時計の香りの中から	 	 この世を懐かしみながら	 	 追憶の糸をほぐしながら	 

ほんのりとかすんだ暮色に抱かれて	 

被爆者たちの霊が	 	 無常の苦界に一時を憩う	 

	 

やがて風が	 	 夕凪の終わりを告げはじめると	 	 街は一斉に動き始める	 

誰も束の間の鎮魂を見た者はいない	 

	 

広島の夏を語り継ぐことの苦しさに	 	 ケロイドの刻印を隠しながら	 

己の影を引きずったまま	 	 人生を終えようとしている年老いた人々	 

	 

私は被爆者として道の最中にある	 	 原爆ドームを正視出来ない呪縛にとらわれながら	 

八月の鐘を音もなく鳴らし続けるのだ	 

	 

	 

＜その他・お知らせ＞	 

●	 合唱練習については、ご相談ください。	 

●	 当日の服装は基本的に、上（白ブラウス、シャツ）	 下（黒スカート・ズボン）	 

●	 暑さ対策を・・・帽子・水筒・タオルなど	 

●	 雨天の場合、お問い合わせは事務局へ	 

	 	 	 	 	 

主催	 	 	 世界の命＝広島の心を歌おうよの会	 	 

協力	 	 	 邦楽広島フォーラム	 尺八	 江角昇山	 	 達家雅明	 

フルート	 梶川純司	 	 朗読	 大谷志津子	 	 朗読	 JoAnn	 Sims	 	 山根美智子（信ちゃん・腹話術）	 

ソプラノ	 道田涼子	 	 アルト（朗読）	 新原真子	 	 ピアノ	 勝田暁子	 	 	 	 

こまんたれぶぅ	 小川美佐緒	 砂川未来	 谷口真知子	 藤原敦子	 森澤めぐみ	 山崎朋美	 小野寺奈保美	 	 	 	 

美鈴が丘サムエル幼稚園コーラス部有志	 美籐真由美	 木村美由希	 藤本曜子	 他	 	 	 

広島市民の皆さん	 	 ギター	 谷本順子	 	 キーボード	 山縣八寿子	 

ワールド・フレンドシップ・センター	 ピース・クワイヤ有志	 

後援	 	 	 広島市	 	 広島市教育委員会	 	 （財）広島平和文化センター	 

お問い合わせ先	 	 	 	 新原真子	 	 shinharashinko@yahoo.co.jp	 

事務局	 	 中	 智嘉子	 	 ＴＥＬ	 080-6337-8343	 	 


