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感謝
未来へ飛翔！一冊の会

50 年のメモリアル

～一冊の会 50 周年・国連ウィメン日本協会さくら 15 年～
「感無量の思いでございます」
大槻明子会長が 30 歳で一冊の会を立ち上げてから 50 年。毎日が戦いの
連続。これまでの 50 年を振り返り、これからの 50 年に思いを馳せ、万感
の思いが込められた大槻会長の御言葉が、300 名を超える出席者の集まる
一冊の会ホームグランド目黒雅叙園の会場を包みました。
大槻会長とともに一冊の会で活動してきたメンバーは、これまでを振り
返って様々な思いを抱かれたことでしょう。

ご挨拶 大槻明子

一冊の会会長

浴風会へ 50 年続けた慈善事業（大災害が国内・外に発生した時は一時中断）や大槻会長の杉並の自宅に集ま
ってサロンを開き、
「“見てみよう・聞いてこよう・語り合おうよ！友好の輪”1 人 10 人の友人づくり」子ども
への読み聞かせから始まった一冊の会。その活動は日本中に広まり、国境を越え世界へ。一冊の会は苦しんでい
る人へ心を寄り添い、多くの有識者に支えられながら真心の支援活動を続けて参りました。
◇ X-JAPAN TOSHI の動画上映 ◇
開会に先立ち、櫻華塾生の X-JAPAN TOSHI の「美しい空をく
ださい」の曲が流れ、録音スタジオ風景の動画が上映されました。
TOSHI さんは以前、一冊の会と国連女性の No DV!啓発活動の会
合へ参加され、意見交換を積極的にして頂きました。櫻華塾生の
THOSHI さんの曲、珍しい収録映像に会場の皆様も楽しんでいら
っしゃるようでした。
◇ 人権紙芝居 DVD 上映 ◇
2016 年から 18 歳以上の男女に選挙権が与えられます。一冊
の会では「婦人参政権行使と日本女性自立への出発」の通称ブ
ルーの本を編纂・出版しております。同時に人権紙芝居をシリ
ーズで製作。なかでもより良い日本を築く為に立ち上がった一
冊の会永久最高顧問相馬雪香先生のご尊父・憲政の父「尾崎行
雄」と、女性参政権要求第一号「楠瀬喜多」の紙芝居を作成し、
出前講座を日本のみならず世界各地で行ってきました。50 周年
を記念して尾崎行雄と楠瀬喜多の紙芝居を DVD 化し、より多く
の方々へお届けします。水上鞠子・倉持文子(紙芝居「楠瀬喜多」
のナレーターを担当)が DVD を紹介、
「尾崎行雄(上)」と「楠瀬
喜多」の人権紙芝居の冒頭一部が上映されました。

◇ 第一部開幕 ◇
司会・村岡清佳の凛とした爽やかな第一声により、第一部が開幕しました。50 年間、一冊の会で勉強している
「櫻華塾」は 52 グループとなりました。その歴代メンバーが塾名を記したプラカードを持って勢揃い。振袖、
着物に身を包んだメンバーも多く、みなが櫻華塾生であることを誇らしげに自分のグループのプラカードを持ち、
艶やかに会場を彩りました。
50 年の歴史を 5 分で語るという大役を担った大槻会長の挨拶。時
間がとても足りません。メモリアルを映像にまとめ、大槻会長から
は、一冊の会を支え、大きく育てて下さった、お亡くなりになった
先生方のご紹介がありました。酒井悌先生、植木光教先生、相馬雪
香先生、園田天光光先生、丹野榮伍先生、ずっと御支援・御指導し
て下さり、一冊の会を導いて下さった先生方に心から感謝のお言葉
を述べられました。

５２グループの勢ぞろい

どの先生も、大槻会長はじめ、今を頑張る一冊の会メンバーを天国
から温かく見守っていてくださることでしょう。そして、大槻会長の
呼びかけにより、櫻華塾で学んだ高木美智代衆議院議員が壇上に立ち、
後輩メンバーへ励ましの御言葉をくださいました。
短い時間の中では語り尽くせない 50 年の歴史。それを 40 枚のスラ
イドにまとめ、ギュッと濃縮した映像を作成し、1965 年より始まった
活動の様子を紹介。更なる 100 周年を目指して平和への人材育成の松
明を高く掲げて飛翔していくことを宣言しました。
一冊の会を支えて下さった５人の先生方

◇ 来賓挨拶 ◇
韓国からお越し頂いた韓国コンジュ大学教授・現代史学会長李明熙(イ・ミョ
ンヒ)様は、市民団体の活動の一環で震災等の支援をしており、一冊の会が持続
している東北支援に関心を持たれて大槻会長に連絡されたとのことです。会が
出版した婦人参政権のブルーの本もお持ちになり、自国に戻り日本での婦人参
政権の第一歩の歴史を勉強して行きたいと、とても嬉しいお言葉を頂きました。
韓国から御出席下さった李明熙氏

続く国連ウィメン日本協会副理事長・岩田喜美枝様は、一冊の会の素晴らし
い点として、持続した活動をしていること、先輩の想いを繋いで若手がしっか
り育っていることを挙げられました。大槻会長が一番大事にされていることを
岩田先生のお言葉として頂き本当に嬉しく思いました。被災地支援では岩田様
から資生堂のメイク落としと共に高価な化粧品セットを何百セットも寄付して
頂きました。東北沿岸に配り、女性たちに大変喜ばれました。
岩田喜美枝先生

最後に立谷秀清相馬市長より御言葉を頂戴しました。立谷市長は、震
災で息子を亡くした阿部夫妻が大槻会長と繋がりをもっていることに驚
くと共に、一冊の会の真心の支援に心より感謝を述べられました。一冊
の会は 99 回、北は青森八戸から岩手・宮城・福島と津波を受けた沿岸を
中心に被災地に足を運んでおります。また震災で両親を亡くした子ども
たちへの教育支援についても一冊の会の学資支援に感謝し、子どもたち
が成人になるまで相馬市としてしっかり責任を持って支援し続けると誓
って下さいました。相馬の馬追いの画像も流れ、相馬市の復興にかける
東北被災地代表立谷秀清相馬市長

熱い思いに今後も支援を持続していこうと再認識致しました。

◇ お祝いのメッセージ ◇
50 周年に対して大島理森 衆議院議長・林陽子 国連女性
差別撤廃委員会委員長・内堀雅雄 福島県知事・山下泰子 国
際女性の地位協会会長はじめ日本の各界の皆様より沢山の
メッセージを頂きました。さらに世界 32 カ国よりお祝いの
御言葉を頂戴、またレソト王国の首相、FAWA 歴代会長か
らもお祝いの言葉を頂きました。一冊の会の活動が世界中
に広がっていることを感じ、支援を続け友好を深めてきた
自らの活動を誇らしく思ったメンバーも多かったことでし

世界３２か国からのメッセージ紹介

ょう。
◇ 贈呈式 ◇
50 年の活動を支援くださった多くの団体、メンバーのお力により、一冊の会は今日を迎えております。この
度、50 周年にあたり、１団体と８名の方に感謝状をお贈り致しました。感謝状は、筆頭最高顧問・赤松良子先
生より直接お手渡し下さいました。

タンザニア連合共和国に打掛を贈呈

赤松良子筆頭最高顧問より感謝状を贈呈

認定 NPO 法人日本ネパール女性教育協会に雪光基金(雪香先生
と天光光先生のお名前を頂いた基金名)を進呈した後、一冊の会
が友好協会を設立した両国との授受式が執り行われました。タ
ンザニア連合共和国ブリアン大使閣下からは光輝く工芸品を、
レソト王国ラモエレツィ大使閣下からは正装である民族衣装を
頂きました。一冊の会から両国へは友好の懸け橋として打ち掛
レソト王国に打掛を贈呈

けをプレゼントし、両国大使閣下は大変お喜びになられました。

今回の 50 周年メモリアルは、若手が中心となって運営を行いました。一冊の会は
若手を前面に、先輩は陰からサポートをモットーにしている会です。この度感謝功
労者として多くのメンバーの名前が読み上げられ、岸田和江さんが代表で記念品を
授与されました。また 2015 年度特別功労者として、今回司会と尾崎行雄（上）の
ナレーターを担当した村岡清佳が、若者の活躍を願って櫻華賞を赤松良子筆頭最高
顧問より頂きました。世界へ羽ばたいて活躍している若手メンバーも多く在籍する
一冊の会の更なる活躍が期待されます。
◇

赤松良子筆頭最高顧問ご挨拶

新理事長就任 ◇
第一部のフィナーレとして新理事長就任の発表が盛大に行われ

ました。大変嬉しいことに石田尊昭副理事長が新理事長となり、
一冊の会の 100 周年へと飛翔する新たなる決意を述べられました。
今後大槻会長は終身会長、小山志賀子さんは副会長兼事務局長
として、石田新理事長と共に更なる発展に向けて活動を持続して
参ります。一冊の会のメンバーが一致団結し、飛翔・飛躍を目標
に掲げ、新体制のもと一丸となって頑張って参ります。

石田尊昭新理事長就任

◇

第二部開幕
第二部は進行役をカズンの漆戸啓さん、古賀いずみさんにバトン

タッチ。カズンの「はじめの一歩」の曲がオープニングを盛大に飾
りました。続く「わすれな草合唱団」の美しい歌声、カプリーズ音
楽院・キッツアンサブルによるクラシック音楽の素敵なハーモニー。
その後、2015 年未来に羽ばたくドリームコンサートのオーディン
ションに合格した橘和美優さんの素晴らしいバイオリンの演奏、
DON ALMAS の力強い演奏等、50 周年記念の祝賀音楽の調べを心
一冊の会

から堪能することが出来ました。

親善大使

カズン(漆戸啓 古賀いずみ)

わすれな草合唱団

金の卵 橘和美優

一冊の会
カプリーズ音楽院・キッツアンサンブル

親善大使

ＤＯＮ ＡＬＭＡＳ

（桜庭伸弘・諏訪修史・谷島 力）

全員合唱では東北の被災地へ思いを馳せて「花は咲く」を歌と手話とで歌いあげました。ラストは一冊の会発
祥の地・杉並さくら阿波踊りメンバーが軽快に踊りを披露。盛り上がった所で両国大使閣下も舞台の上でリズム
に合わせて踊り、会場の出席者も立ち上がって踊り出し、笑顔が会場いっぱいに溢れました。

You and I の皆さんと “花は咲く”を歌と手話でご披露

杉並さくら阿波踊りメンバー

一冊の会は国連の流れと共に活動を推進し、50 年という歳月を迎えることが出来ました。一人一本の鉛筆か
ら未来の人づくりが始まり、一冊の本から地球市民の輪が広がり、そこから国連ウィメン日本協会さくら、日本
タンザニア友好協会、日本レソト王国友好協会、アジア太平洋女性連盟(FAWA)へと華づなが広がって参りまし
た。一冊の会は、名誉、地位、財産、学歴、国籍、年齢、男女を問わない会です。そして、超党派で活動してお
ります。「人生の本舞台は常に将来にあり」尾崎行雄先生の箴言です。更なる未来への飛翔を目指し、まずは 5
年後の 55 周年に向けて、歩んで参ります。
なお、50 周年メモリアルにお寄せいただいた皆様の感想等は、第二弾、第三弾の万葉として順次ご報告予定です。
2015 年 11 月 5 日
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能力に応じて共々に参加出来る共生社会をめざして私たちは多様性を認め合い「心のバリアフリー」を広げて参ります。
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