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人と人をつなぐ
詩と音楽の協奏

音をつむぐ 言葉をつむぐ 想いをつなぐ
詩を通して
「人が、生きている」
ということに向き合い続けて
きた、谷川俊太郎さん。
その深い年輪から湧いてくる言葉たち
は、あなたの心に何を語りかけてくれるのでしょうか。また谷
川賢作さんの奏でるやさしい音色に耳を傾けると、忘れかけ

谷川俊太郎さんのプロフィール
1931年12月15日生まれ。1952年に第一詩集『二十億光年

の孤独』を出版。詩作のほかにも、作詞、脚本、絵本、
エッセイ、
翻訳、など幅広く作品を発表。日本レコード大賞作詞賞、日本

翻訳文化賞、萩原朔太郎賞、鮎川信夫賞など、受賞歴多数。谷
川賢作との共演も多く、CD『クレーの天使』
『 家族の肖像』な

どが出ている。
1948年に採択された世界人権宣言を分かりやすい日本語へ
翻訳。2010年、児童労働問題のため詩
「そのこ」
を書き下ろ
す。2011年には東日本大震災復興支援チャリティ書籍『ろう
そくの炎がささやく言葉』に詩「ろうそくがともされた」
を寄
稿。
「朝のリレー」
「生きる」
「スイミー
（訳）
」
など、戦後を代表する詩
人として国語の教科書にも数多くの作品が掲載されている。

ていたなつかしい情景や、香りや、空気の手触りがよみがえっ
てくるかもしれません。
戦後70年を迎える今、
日本が、世界が、大きく揺れ動いてい
ます。私たちは少しの間立ち止まって、生きることの喜びや愛
おしさ、命あることの美しさや神秘を見つめ直し、生まれ来る
生命に何を残してゆくのか、真剣に考えなければならない時
にきているのではないでしょうか。
今日はお二人の創る時間の流れに、
どうぞゆったりと心を
ゆだねてみてください。
変わりゆく時代の中で変わらずに大切なものが見えてくる、
そんな時間になればと願っております。

谷川賢作さんのプロフィール
1960年東京生まれ。ジャズピアノを佐藤允彦に師事。1986
年に市川崑監督作品の映画『鹿鳴館』で作曲家デビュー。
NHK「その時歴史が動いた」の音楽を担当。音楽監督、音楽
プロデュース等々で活躍。
88、95、97年に日本アカデミー賞優秀音楽賞受賞。1995年
に第40回アジア太平洋映画祭最優秀音楽賞受賞。1996年
に現代詩を歌うグループ「Diva」を結成。2001年にはハー
モニカ奏 者、続 木 力とのユニット「パリャーソ」を結 成 。
2006年びわ湖ホール制作「雷の落ちない村」音楽監督。金
沢ジュニアオペラスクール第二期音楽監督。映画「カミハテ
商店」で2013おおさかシネマフェスティバル音楽賞受賞。
2015年度船橋市文化芸術ホール芸術アドバイザー。
最新CDはDiVa「うたがうまれる」。
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■構成団体
・箕面市人権啓発推進協議会 ・箕面企業人権啓発推進員協議会 ・
（社福）箕面市社会福祉協議会 ・箕面市ＰＴＡ連絡協議会
・箕面商工会議所 ・大阪北部農業協同組合 ・部落解放箕面市民共闘会議 ・箕面市教職員組合 ・箕面市労働組合連合会
・
（社福）
息吹 ・日本郵政グループ労働組合大阪豊能支部 ・全港湾労働組合 ・
（特活）市民活動フォーラムみのお
・部落解放同盟大阪府連合会北芝支部 ・箕面市人権教育研究会 ・
（公財）箕面市国際交流協会 ・箕面市人権協会北芝地域協議会
・
（公財）
箕面市メイプル文化財団 ・箕面市在日外国人教育研究会 ・豊能障害者労働センター ・
（一財）箕面市障害者事業団
・国際障害者年箕面市民会議 ・NPO法人そよかぜ ・箕面市障害者共働事業所たんぽぽ ・
（特活）暮らしづくりネットワーク北芝
・
（特活）
箕面市障害者の生活と労働推進協議会 ・NPO法人箕面東部自立センターZEROの家 ・障害者の働くパンハウスワークランド
・トッキの会
（箕面市在住在日韓国・朝鮮人保護者の会） ・箕面市学生活動連携会議（MGK24）

■後援
・箕面市 ・箕面市教育委員会 ・大阪私立学校人権教育研究会

■協賛
・エースイ設備（株） ・(学)関西学院千里国際キャンパス ・(学)箕面学園 ・(学)大阪青山学園 ・(学)聖母被昇天学院
・
（株）
アイ・エス・エス ・
（株）
宮野電気 ・菊池外科 ・
（社福）
あかつき福祉会 ・NPO法人そよかぜ ・箕面市内郵便局
・豊能障害者労働センター
（キャベツ畑） ・
（特活）
あそびりクラブ ・箕面市障害者共働事業所たんぽぽ ・
（社福）翠明社照葉の里
・パンハウスワークランド ・メイプル法律事務所

・５１０ｄｅｌｉ ・南海部品
（株）箕面店 ・
（公財）箕面市国際交流協会 comm cafe

・
（特活）
市民活動フォーラムみのお ・箕面商工会議所 ・タッキー８１
６みのおエフエム ・
（株）
ジェイコムウエスト北摂局
・イオン箕面店 ・みのおキューズモール ・西村デザイン事務所 （すべて順不同・敬称略）

人と人をつなぐ
詩と音楽の協奏

詩人

12月5日

2015年

︵朗読︶

開場 PM1：00 開演 PM1：30

グリーンホール（市民会館）大ホール
分科会

2015年12月5日

・6日

■ 全体会+分科会フリーパス 1,000円

■ 分科会フリーパス 500円

（分科会フリーパスで、すべての分科会に参加できます）
※障害者市民・高齢者市民、それぞれの介助者は1人無料 ※18歳以下はすべて無料

いっさいの差別を許さないために
話す、語る、伝える、分かち合う

︵ピアノ︶

音をつむぐ 言葉をつむぐ 想いをつなぐ

谷川賢作

全体会

©深堀瑞穂

ピアニスト 作・編曲家

谷川俊太郎

©菊池一郎

戦争は最大の人権侵害
〜真の恒久平和は人類共通の願い〜

今年は先の大戦が終結して７０年という節目の年、歴

フォーラム」
と改称し、
サブタイトルとして
「いっさいの差

史認識を巡っての首相談話をはじめ集団的自衛権の

別を許さないために話す、語る、伝える、分かち合う」
と

行使に伴う安全保障関連法案の審議など国内外で大

して今日に至っているところであります。

きく議論を呼んだ年でもあります。

今年の全体会は、世界人権宣言の翻訳をはじめ東

また箕面市においては真の恒久平和は人類共通の

日本大震災復興支援チャリティ書籍に寄稿、
こども絵

願いであり、あらゆる核兵器の廃絶を訴えた「箕面市

本の詩集など詩人として幅広く活躍をされています谷

非核平和都市宣言」
が出されて３０年という節目の年で

川俊太郎さんと作・編曲家でありピアニストとして日本

もあります。

アカデミー賞優秀音楽賞受賞の谷川賢作さんの親子

そして平和で安心安全な差別のない社会を願い、
多
くの市民や関係団体、行政等と共に進めてまいりまし
た
「みのお市民人権フォーラム」
も今年で３０回目を迎え
ることになりました。
第１回目は１９８６年１２月の人権週間に
「いっさいの差
別を許さない箕面教育保育研究集会」
として一人芝居

共演による講演をお願いしましたので楽しみにしてい
ただきたいと思います。
また、
３０周年記念の取組として
「ヒューマンメッセー
ジいのちのことば大賞」
を実施し全体会で優秀作品の
表彰をすることといたしました。
人は生きていくうえでいろいろな出来事があります。

の新屋英子さんと
「子どもの人権といじめ」
と題して俵

親・兄弟姉妹・友人や同僚、学校の先生からかけても

萌子さんの記念講演でスタートいたしました。

らった一言で勇気づけられたり逆に他人から浴びせら

この間、
チェルノブイリ原発事故をはじめ大韓航空

れた言葉や態度で悩んだり、落ち込んだりすることが

機爆破事件、湾岸戦争、地下鉄サリン事件、
そして阪神

あります。
こうした体験や思い・気持ちを７０文字以内に

淡路大震災、東日本大震災、集中豪雨による自然災害、

まとめていただこうというものであります。

更にいじめ、児童虐待、DV、
ヘイトスピーチ等の差別に

こうして３０回目の人権フォーラムを迎えられることに

より尊い人命が奪われるなど、
いろいろな出来事があり

感謝いたしますとともに有意義なフォーラムとなること

ましたが、
その時々のテーマを設定し全体会、分科会で

を祈念し、
これを機会に参加された皆様が人権尊重の

取り組んできたところであります。

明るい街づくりに向けてますますご活躍されますことを

また、名称も１１回目から現在の「みのお市民人権

お願い申し上げます。
みのお市民人権フォーラム３０th
実行委員長

仲 野

公

