
２０２０年３月

今日の日はさようなら歌碑建立委員会
親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌い伝え継ぐ会

今日の日はさようなら

歌誕生ゆかりの地 調布
みなさんの協力でモニュメントが完成

この歌を歌い継ぐ活動を続けていきます

歌誕生ゆかりの地 調布で
「今日の日はさようなら」を歌い継いでいきたい

歌い継ぐ活動のシンボルとしてモニュメントをつくりたい
みなさんに支えられたこれまでの活動記録です

モニュメント設置：２０１８年１１月 調布市つつじヶ丘児童館
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今日の日はさようなら誕生秘話

「今日の日はさようなら」は、１９６６年に生まれました。調布で青少年活動を

していたボランティアグループの若者たちが、つどいの最後に「また会おう」の

思いを込め作詞作曲した金子詔一さんのギター伴奏で声を合わせて歌った曲です。

その後この歌は、全国に知られるようになり、「親子で歌い継ぐ日本の歌百選」に

選ばれ、今も多くの人たちに愛唱されています。

(モニュメントのプレート記載文章より）

「今日の日はさようなら」の歌が生まれた「ハーモニィサークル」は、

１９６０年代初め、警視庁職員だった大野重男さんが８年間勤めた少年課を辞め

１０数人の青年たちと東京都内に立ち上げました。初めは子ども会活動や養護施設

訪問などが中心でしたが、その後大野さんは集団就職などで慣れない都会の生活に

苦労している若者たちの相談相手になろうと、調布市柴崎に一軒家を借りて新たな

ボランティア活動を始めました。

大野さん金子さんの呼びかけに、市内のおそば屋さんやクリーニング店などで

働いていた若者たちが次々と集まり、やがて活動の拠点は手狭になった大野さんの

家からつつじヶ丘児童館に移りました。

調布で新たな一歩を踏み出した「ハーモニィサークル」は、その後子どもたちに

キャンプ体験などを指導する地域ボランティアからポニーの乗馬体験を取り入れた

野外活動で各地に組織を広げていくなど、ユニークな青少年教育団体へと大きく

成長していきました。現在は公益財団法人ハーモニィセンターとなり、大野さんの

活動を継続しています。

「今日の日はさようなら」は、初めてのオリンピックが東京で開催され、日本が

高度経済成長期へと向かう、そんな時代を支えてきた若者たちの輪の中から生まれ

ました。

調布市つつじヶ丘児童館ホール
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今日の日はさようなら歌碑建立委員会活動経緯

２０１４年７月２７日
今日の日はさようなら歌碑建立委員会
発足式とゆかりの地を歩く会

２０１４年９月７日
大野重男さんを囲む会
歌誕生にまつわるお話を聞く

２０１４年１０月４日
中野のオフィスで金子詔一さんと面会

２０１５年１０月４日
霞ヶ浦総合公園
赤とんぼのモニュメント見学

２０１４年１０月１１日
ゆかりの地を歩く会
元大野さん宅周辺

２０１７年７月１７日
親子で歌い継ぐ日本の歌百選を
歌い伝え継ぐ会発足式

２０１８年２月６日
モニュメント用に提供して
いただいたけやきと初対面

２０１８年５月１０日
伐採済のけやき

２０１８年８月１６日
樹皮むき作業
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今日の日はさようなら歌碑建立委員会活動経緯

２０１８年８月２５日
今日の日はさようなら
柴崎駅列車接近メロディ開始

２０１９年１月２１日
大野重男さんがモニュメントを視察

２０１８年１１月１７日
モニュメント設置記念式典

２０１８年９月１６日
モニュメント用樹木の
文字彫刻作業

２０１８年１１月８日
樹木埋設

２０１９年２月２１日～３月１６日
モニュメント完成記念活動報告
パネル展示 於：調布市西部公民館

２０１９年３月１６日
安達元彦さんロビーコンサートにて
今日の日はさようならを歌う
於：調布市西部公民館
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完成したモニュメント

設置場所 調布市つつじヶ丘児童館 調布市西つつじヶ丘３－１９－１

モニュメント寸法
高さ 約３．３ｍ
幅 約３．６ｍ

樹木はけやき（左２本）かしのき（右３本）
調布市深大寺元町にて育まれたもの

モニュメントの樹木は、深大寺で造園業を営む方のご厚意で、
ご提供いただきました。楽譜や経緯のプレート、鉄琴の部品などは、
皆様からの協力金で製作しました。モニュメント建立にあたり
ご協力をいただいた多くの方々に、心から感謝いたします。

文字：門傳良男書

調布市のホームページでこのモニュメントが紹介されています。
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1572237712669/index.html
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新聞で紹介されました

２０１４年１２月１８日 朝日新聞
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新聞で紹介されました

２０１５年９月７日 読売新聞
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新聞、テレビで紹介されました

２０１８年１２月２２日
読売新聞

２０２０年２月８日
ＢＳ朝日にて放映
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作詞 作曲 作詞 作曲

1 仰げば尊し 不詳 不詳 51 スキー 時雨音羽 平井康三郎

2 赤い靴 野口雨情 本居長世 52 背くらべ 海野厚 中山晋平

3 赤とんぼ 三木露風 山田耕筰 53 世界に一つだけの花槇原敬之 槇原敬之

4 朝はどこから 森まさる 橋本国彦 54 ぞうさん まどみちお 團伊玖磨

5 あの町この町 野口雨情 中山晋平 55 早春賦 吉丸一昌 中田章

6 あめふり 北原白秋 中山晋平 56 たきび 巽聖歌 渡辺茂

7 雨降りお月さん 野口雨情 中山晋平 57 小さい秋見つけた サトウハチロー 中田喜直

8 あめふりくまのこ 鶴見正夫 湯山昭 58 茶摘み 不詳 不詳

9 いい日旅立ち 谷村新司 谷村新司 59 チューリップ 近藤宮子 井上武士

10 いつでも夢を 佐伯孝夫 吉田正 60 月の砂漠 加藤まさを 佐々木すぐる

11 犬のおまわりさん 佐藤義美 大中恩 61 翼をください 山上路夫 村井邦彦

12 上を向いて歩こう 永六輔 中村八大 62 手のひらを太陽に やなせたかし いずみたく

13 海 林柳波 井上武士 63 通りゃんせ わらべうた わらべうた

14 うれしいひなまつり サトウハチロー 河村光陽 64 どこかで春が 百田宗治 草川信

15 江戸子守歌 日本古謡 日本古謡 65 ドレミの歌 ペギー葉山訳詞 RODGERS RICHARD

16 おうま 林柳波 松島彜 66 どんぐりころころ 青木存義 簗田貞

17 大きな栗の木の下で 不詳 イギリス民謡 67 とんぼのめがね 額賀誠志 平井康三郎

18 大きな古時計 保冨訳詞 WORK HENRY CLAY 68 ないしょ話 結城よしを 山口保治

19 おかあさん 田中ナナ 中田喜直 69 涙そうそう 森山良子 BEGIN

20 お正月 東くめ 滝廉太郎 70 夏の思い出 江間章子 中田喜直

21 おはなしゆびさん 香山美子 湯山昭 71 夏は来ぬ 佐々木信綱小山作之助

22 朧月夜 高野辰之 岡野貞一 72 七つの子 野口雨情 本居長世

23 思い出のアルバム 増子とし 本多鉄麿 73 花 喜納昌吉 喜納昌吉

24 おもちゃのチャチャチャ 野坂昭如・吉岡治補作詞 越部信義 74 花 武島羽衣 滝廉太郎

25 かあさんの歌 窪田聡 窪田聡 75 花の街 江間章子 團伊玖磨

26 風 西條八十訳詞 草川信 76 埴生の宿 里見義訳詞 BISHO P HE NRY  RO WLE Y

27 肩たたき 西條八十 中山晋平 77 浜千鳥 鹿島鳴秋 弘田龍太郎

28 かもめの水兵さん 武内俊子 河村光陽 78 浜辺の歌 林古渓 成田為三

29 からたちの花 北原白秋 山田耕筰 79 春が来た 高野辰之 岡野貞一

30 川の流れのように 秋元康 見岳章 80 春の小川 高野辰之 岡野貞一

31 汽車 不詳 大和田愛羅 81 ふじの山 巖谷小波 不詳

32 汽車ポッポ 富原薫 草川信 82 冬景色 不詳 不詳

33 今日の日はさようなら 金子詔一 金子詔一 83 冬の星座 堀内敬三訳詞 H A Y S  WILL IA M S H A K ES P EA R R E

34 靴がなる 清水かつら 弘田龍太郎 84 故郷 高野辰之 岡野貞一

35 こいのぼり 近藤宮子 不詳 85 蛍の光 稲垣千穎 スコットランド民謡

36 高校三年生 丘灯至夫 遠藤実 86 牧場の朝 不詳 船橋榮吉

37 荒城の月 土井晩翠 滝廉太郎 87 見上げてごらん夜の星を 永六輔 いずみたく

38 秋桜 さだまさし さだまさし 88 みかんの花咲く丘 加藤省吾 海沼実

39 この道 北原白秋 山田耕筰 89 虫のこえ 不詳 不詳

40 こんにちは赤ちゃん 永六輔 中村八大 90 むすんでひらいて 不詳 ROSSEU JEAN JAQUES

41 さくら貝の歌 土屋花情 八洲秀章 91 村祭 不詳 不詳

42 さくらさくら 日本古謡 日本古謡 92 めだかの学校 茶木滋 中田喜直

43 サッちゃん 阪田寛夫 大中恩 93 もみじ 高野辰之 岡野貞一

44 里の秋 斎藤信夫 海沼実 94 椰子の実 島崎藤村 大中寅二

45 幸せなら手をたたこう木村利人訳詞 アメリカ民謡 95 夕日 葛原しげる 室崎琴月

46 叱られて 清水かつら 弘田龍太郎 96 夕やけこやけ 中村雨紅 草川信

47 四季の歌 荒木とよひさ 荒木とよひさ 97 雪 不詳 不詳

48 時代 中島みゆき 中島みゆき 98 揺りかごの歌 北原白秋 草川信

49 しゃぼん玉 野口雨情 中山晋平 99 旅愁 犬童球渓訳詞 ORDWAY JP

50 ずいずいずっころばし わらべうた わらべうた 100 リンゴの歌 サトウハチロー 万城目正

101 われは海の子 宮原晃一郎不詳

曲名（アイウエオ順） 曲名（アイウエオ順）

2006年（平成18年）親子で歌い継ぐ日本の歌百選
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親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌う会

親子で歌い継ぐ日本の歌百選

「親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌う会」は、市内で音楽活動をしている

グループなどが出演し、会場の皆さんと一体になって日本の歌百選を歌う会です。

２０１４年７月２７日に発足した「今日の日はさようなら歌碑建立委員会」が、

２０１５年８月２日に調布市つつじヶ丘児童館ホールで初開催しました。

２０１６年２月に第２回、２０１６年９月に第３回、２０１７年２月に第４回と

回を重ねています。そして２０１７年７月に発足した「親子で歌い継ぐ日本の歌

百選を歌い伝え継ぐ会」が百選を歌う会の主催を継承し、２０１７年１１月の第５

回から年に２回のペースで開催を継続し、２０１９年１１月に第９回の百選を歌う

会を実施しています。第１０回は２０２０年６月２０日に開催予定です。

第４回までは「親子で歌い継ぐ日本の歌百選コンサート」の名称でしたが、

第５回以降は「親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌う会」と名称を変更し、会場の

皆さんと一緒に歌うことをより明瞭に表します。百選のリストの番号下一桁が、

歌う会の開催回数と同じ曲を、みんなで歌うテーマ曲としています。

第１０回は下一桁が０の曲を皆で歌う予定です。１１回以降はみんなで選ぶ百選を

歌う計画もあります。建立したモニュメントをシンボルとして歌い継ぐ活動を

継続していきます。

親子で歌い継ぐ日本の歌百選は２００６年文化庁と日本ＰＴＡ全国協議会が、

親子で長く歌い継いでほしい曲を童謡・唱歌・歌謡曲などから選出したものです。

一般から募った８９５曲から選考委員会が選出しました。百選とありますが選考の

結果絞り切れなかったため１０１曲が選定されています。

調布にゆかりのある「思い出のアルバム」「今日の日はさようなら」が

この百選に選出されています。

２０１５年８月２日
第1回親子で歌い継ぐ
日本の歌百選コンサート

２０１６年２月２８日
第２回親子で歌い継ぐ
日本の歌百選コンサート
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親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌う会

２０１９年１１月２３日
第９回親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌う会

２０１８年６月９日
第６回親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌う会

調布市のホームページで第９回百選を歌う会が紹介されています。
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1558660338220/index.html

２０１６年９月１１日
第３回親子で歌い継ぐ日本の歌百選コンサート 大野さん歌誕生を語る
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2014年 7月27日 歌碑建立委員会発会式、ゆかりの地を歩く会 於：金子集会所、常楽院、つつじが丘児童館

2014年 9月 7日 大野重男さんとハーモニィの皆さんを囲む会 於：調布たづくり １１０３会議室

2014年10月 4日 金子詔一さんと面会 於：Ｆ．Ｉ．Ａ．中野オフィス

2014年10月11日 ゆかりの地を歩く会 於：常楽院、元大野重男さん宅周辺、つつじヶ丘児童館

2014年12月18日 朝日新聞にて当委員会の活動が紹介される

2015年 1月23日 第１０回委員会 於：調布市柴崎ボンまいあ 歌碑デザインコンペ

2015年 4月５日 ポニースクールかつしか軽乗発表会見学

2015年 8月 2日 第１回親子で歌い継ぐ日本の歌百選コンサート 於：調布市つつじヶ丘児童館ホール

2015年 8月15日 第２０回委員会 於：調布たづくり みんなの広場 コンサート振り返り、今後のイベント

2015年 9月 7日 読売新聞にて当委員会の活動が紹介される

2015年10月 4日 霞ヶ浦総合公園の赤とんぼのモニュメント見学

2015年10月 4日 ハーモニィセンター小貝川ポニー牧場見学 大野重男さんと会談

2016年 2月28日 第２回親子で歌い継ぐ日本の歌百選コンサート 於：調布市つつじヶ丘児童館ホール

2016年 3月13日 第３０回委員会 於：調布たづくりみんなの広場 第２回百選コンサート反省と今後

2016年 9月11日 第３回親子で歌い継ぐ日本の歌百選コンサート 大野重男さん来場 歌誕生を語る

於：調布市つつじヶ丘児童館ホール

2016年12月26日 第４０回委員会 於：調布市柴崎ボンまいあ 第４回百選コンサート準備

2017年 2月18日 第４回親子で歌い継ぐ日本の歌百選コンサート 於：調布市つつじヶ丘児童館ホール

2017年 7月17日 親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌い伝え継ぐ会発足式 於：調布たづくり 301,2会議室

2017年 9月28日 第５０回委員会 於：調布市柴崎ボンまいあ モニュメント進捗

2017年11月23日 第５回親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌う会 於：調布市つつじヶ丘児童館ホール

2018年 6月 9日 第６回親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌う会 於：調布市つつじヶ丘児童館ホール

2018年 6月22日 第６０回委員会 於：調布市柴崎ボンまいあ モニュメント進捗

2018年 8月25日 京王線柴崎駅 今日の日はさようなら 列車接近メロディ開始

2018年11月 8日 モニュメント樹木埋設 於：調布市つつじヶ丘児童館

2018年11月17日 モニュメント設置記念式典 於：調布市つつじヶ丘児童館

第７回親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌う会 於：調布市つつじヶ丘児童館ホール

2018年12月22日 読売新聞にてモニュメント設置が紹介される

2019年 1月21日 大野重男さんモニュメントを視察 於：調布市つつじヶ丘児童館

2019年 2月21日～3月16日 モニュメント完成記念活動報告パネル展示 於：調布市西部公民館

2019年 3月16日 安達元彦さんコンサートにて今日の日はさようならを歌う 於：調布市西部公民館

2019年 3月16日 第７０回委員会 於：調布市西部公民館 活動振り返り 歌碑建立委員会解散

2019年 6月 8日 第８回親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌う会 於：つつじヶ丘児童館ホール

2019年11月19日～24日 モニュメント完成記念活動報告パネル展示 於：調布市たづくり

2019年11月23日 第９回親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌う会 於：つつじヶ丘児童館ホール

2020年 1月25日 歌い伝え継ぐ会第３０回委員会 於：調布市柴崎ボンまいあ 第１０回百選を歌う会準備

2020年 2月 8日 ＢＳ朝日 子供たちに残したい美しい日本の歌 にて 今日の日はさようならと

モニュメントが紹介される

2020年 6月20日 開催予定 第１０回親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌う会 於：つつじヶ丘児童館ホール

2020年 6月20日～28日 開催予定 活動報告パネル展示 於：調布市たづくり

活動記録

お問い合わせ
今日の日はさようなら歌碑建立委員会
親子で歌い継ぐ日本の歌百選を歌い伝え継ぐ会

会長 門傳 良男 （もんでん よしお）
東京都調布市多摩川７－３４－９
電話：０４２－４８６－４４７２
ホームページ:http://kyounohiwa-chofu.com/

このQRコードで会のホームページが開けます

http://kyounohiwa-chofu.com/

