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ただいていますの
で︑全てを加えると
もっと多くなります
が︑それでもまだ全
国は回りきれていま
せん︒
佐久問 私や七海会
長は︑原田さんとほ
ぼ同世代になります

として芸能界にデ

が︑ミュージシャン

座います︒今日は︑原田さんがされている活動を中心に︑私たちが行っ

ビューされてから︑

七海 本日は︑ご多用の中︑お越しいただきまして誠に有り難う御

ている氏子青年活動の展望など︑いろいろなお話ができればと思って

今のような活動をさ
れるようになるまで

います︒
原田さんは︑﹁鎮守の杜コンサート﹂と題した︑全国の神社でのコ

に︑なにか転機のよ

ていました︒僕は広島出身でして︑小さな頃から原爆や戦ｊに関して

うとする気持ち﹂︑そういったものを︑音楽を通して伝えたいと思っ

﹁平和﹂や﹁・優しい気持ちを此の中に復活させる﹂﹁周りと調和をとろ

原田 僕は︑音楽活動を始めて今年で33年目になります︒もともと

でしょうか︒

うなものがあったん

ンサート活動をされていますが︑これは毎年開催されているのですか︒
原田 年に四回開催したこともありますが︑イベントの性質上︑必
ず敗︒几に伺って神社の力を始め地元の皆さんにご協力を戴きながら作
り上げて行くので︑準備に半年近く必要なんです︒
七海 そうなんですか︒地元に密着し︑時間を掛けて理解を深めて
ゆく活勣なんですね︒もう全国を回られましたか︒
原田 僕たちが主催する形の﹁鎮守の杜コンサート﹂としては二十

デビュー当初は︑白分か表現したい方向と︑アイドル的な見方をさ

の教育や情報を︑他の地域以上に受けてきたように感じています︒そ

れていることのギャップに︑どうも納得かいかないところがありまし

箇所位です︒丁度︑平成十二年に西表島の海岸の祠の凶からスタート

ンサートをさせてもらいました︒お伊勢さんでも︑二年連続で奉納さ

れが今の活動の大きな引き金になっています︒

せていただいています︑この活動が︒きっかけ﹂となって︑色んなご

た︒作品的にトハきく変わった訳ではないのですが︑試行錯誤をしなが

して︑北上して熊本︑そして広島︑東京︑北海道と︑各地の神社でコ

縁に恵まれました︒その他にも神剣が主催する活動にも参加させてい

２

一一面面謹

ら︑自分の本永の姿を出せるようにと努力してきました︒好きな曲を

のご奉仕を通して﹁感謝﹂の気持ちの大切さを実感しています︒

は︑自分の欲望をぶつけたのではなく︑斗かされていること︑日々の

謝の心﹂で神社にお参りをするという信仰だと思っています︑ｍ口の人

聞いたり︑コンサートに行ったりすると︑沈んでいる気持ちか元気に 原田 だから難しい教義や教えも無いのではないでしょうか︒﹁感
なったり︑希望が湧いてきたりしますよね︒その・ぃ口楽に思いを込めて
発侶していくこと︑︒そしてその活動を広げて行くことをやってきまし

かりと作っていきたいという思いがありました︒ちょうどＩ〇〇〇年

そして作品を作り出すだけではなく︑音楽を提供する機会も︑しっ

しい気持ち﹂や﹁調和﹂や﹁思いやり﹂を復活させることが︑僕か目

が模付いたんだと思うんです︒そしてその﹁和﹂の文化を構成する﹁優

る存在が我々の上にあるということを実感して︑そこに﹁和﹂の文化

ず穏への感謝を捧げていたんじゃないでしょうか︒神様という人いな

の少し前から︑環境庁︵当時︶とイベントや企画をやる機会に恵まれ

指している﹁鎮守の杜コンサート﹂のテーマなんです︒

た︒

ました︒その活動を通して﹁鎮守の社コンサート﹂という発想が牛ま

今︑子倶たちの周りには︑いろいろな選択肢があります︒そんな中

で︑7.倶たちに﹁優しい心﹂を持って大人になって欲しい︒それが侯

れて︑自分のイベントとして立ちＬげようと考えたんです︑そしてそ
の活動の主体としてＮＰＯ法人を作ることになりました︒

の願いでもあるんです︒子供たちに﹁優しい心﹂が育つような﹁環境﹂

を人人が提供する必要があると思います︒その﹁優しい心﹂の基にな

七海 確かに音楽には︑心を震わすというか︑心に直接に語りかけ
てくるような力がありますよね︒

﹁大和﹂という言葉かあります︒﹁大和魂﹂という月栗が非常に攻撃

原田 自分か歌おうとしていること︑伝えたいと思っていることは︑ る場所︑それか神社だと倹は思っています︒
日本文化の中に根ざしてきたものだと思っています︒俳は︑日本の文

自分一人だけが良ければいいのではなくて︑お互い助け合い︑お互い

￣yAMA111UTheG10bllHarmcny︲ ︸という曲を作りました︒今︑

和の心﹂を意味する懐の深い片栗だと思います︒三年ほど前に﹁人和

化は﹁和﹂の文化で︑﹁和﹂とは調和の﹁和﹂だと理解しています︑︒ 的なものとして捉えられがちですが︑僕は﹇人和﹈とは﹁大いなる洞

の距離をわかって作重し合うという礼儀が日本にはあります︒そこか

界が狭くなり︑資源の危機も叫ばれている申︑国境を論じている場合

らもわかるように︑先ず相手があって自分かあるという感覚︑周りが ﹁調和の心﹂が最も地球に必要だと僕は思っています︒あまりにも世
あって自分がある︑フ目分は生かされている﹂という感覚か﹁和﹂の

礼儀作法を始め︑いたるところにあります︒そしてそれを育んできた

きないわけですよ︒

なんですよね︒どこにいてもこの地球に生かされていることを否定で

中にあると思います︒それが昔から脈々と続いてきた日本文化の中に︑ ではないんですよね︒︒今︑必︒安とされているのは︑まさに﹁感謝の心﹂

のは︑僕は神社だと思います︒そして神社への信仰は︑他の世界の宗

敦とは違って︑自然そのものへの﹁感謝﹂の信仰だと感じているんで 七海 なるほど︑日本の文化の中に根ざした﹁和﹂の文化︑それは
まさに﹁感謝﹂であり︑それを育める﹁環境﹂を作ろうとされている

んですね︒そしてその﹁感謝の心﹂は︑日本だけじゃなく︑世界中で

３

す︒

佐久問 神社へのお参りは︑﹁感謝﹂の気持ちですよね︒私も神社へ
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必要とされている︒その﹁感謝の心﹂を発信していく活動が今の社会

んです︒何か変えようと思う﹁きっかけ﹂が必友なんだと思います︒

に目覚めるだけ︑何かやってみようという気持ちになるだけでもいい

かけ﹂を作る︒﹁きっかけ﹂作りの大切さですね︒

佐久間今のままにしておくのではなくて︑何かを変えようと思う﹁きっ

に必要ということですね︒
原田 実際に何一つ人間が作ったものは無くて︑自然から﹁いただ
いたもの﹂を使い︑加工して︑﹇生かしていただいている﹈のですから︒

中心とした﹁和﹂の文化じゃないかという思いがあります︒日本から

る︒その感謝の気持ち︑優しい気持ちの基になるもの︑それが神社を

外側にどんどん出て行きます︒普通の大がちょっと考えを変えること

が水の波紋のように︑パートナーであったり︑家族であったり︑その

周りへ影響していきます︒僕はそれを実感しています︒その大の変化

そのことをよく考えて︑感謝の気持ちにｙち戻り︑優しい気持ちにな 原田 ちょっとした優しさのアクションは︑その人だけじゃなくて︑

は︑いろんなテクノロジーが発信されていますが︑もっと心を発信し

で︑社会や世界を変えるという吋能性があると思うんです︒そういっ

とした変化︑ちょっとした優しさのアクションを起こすだけで︑その

た意味で無駄に生まれてきた大や意味のない大は絶刻いない︒ちょっ

なきやいけないんです︒日本だけじゃなくて海外でもピースコンサー
トをすることもあるんですが︑必ずこのテーマを話して︑﹁大和〜
ＹＡＭＡＴＯＴｈｅＧ︼obH
aa
Irmony^﹂を歌っています︒

ないと僕は思うんです︒音楽を通じてそれを伝えたい︒それは絶対︑

る人が︑何か社会に貢献できることを知る﹁きっかけ﹂かあって︑お

例えば︑今の経済社会の中で︑お金を集めることに心血を注いでい

人の力はとても大きなものになるんです︒

哀楽で伝えられる︒民族や宗教や国を乗り越えていける︒そういう考

金が生かされた使い方︑社会に還元されることになれば︑大きな変化

大はいろんな役割を持って生まれて︑無駄に生きている人なんてい

え方を子供の頃から持っていました︒実際に海外に出てみて︑思いは

困︑岡によっては子供たちの生きていく環境が大変な状況になってい

け止めてもらえるかという問題があります︒世厚平和︑環境問題︑貧

しかし︑社会の厳しい現状の中で︑そのメッセＬンをどのように受

す︒そのためには︑いろんな方法があると思います︒その中でもみ日楽

ういうちょっとした気持ちの変化を起こしていきたいと思っていま

うと思うだけで︑良い力向に向かっていくんじゃないでしょうか︒そ

うなりがちな社会だと思います︒それが少しでも匪の中のために使お

になるんじゃないでしょうか︒自分のためだけにお金を使う︒今︑そ

ます︒そんな現実に対して︑普通の大は何をすることができるのかと

には非常に大きな力かあると︑僕は感じています︑

実感になりました︒

いう問題です︒いろいろと功罪が語られていますが︑インターネット

によって狭くなった社会では︑誰にも可能性があると僕は思います︑ 七海 今︑原田さんがおっしゃった﹁きっかけ﹂というお話は︑非

ようになった﹁きっかけ﹂はいつ頃だったんですか︒

偉大な人物が現れて︑きっと何かをしてくれるということではなく︑ 常に共感が持てるお話だと思います︒ところで原田さんが︑そう思う
︒大一入が︑自覚していくことが大切なんじゃないでしょうか︒例え

とです︒なんでこんなひどい話が世の中にあるんだろうということか

ば僕のコンサートを聞いて︑何かを感じて︑﹁何かできるかな﹂と思っ 原田 さっきも少し話がでましたか︑先ず広島で生まれたというこ
てもらう︒それだけでもいいんだと思います︒ちょっと優しい気持ち
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中できるか︒それによってどんな変化を起こせるかなどを教わりまし

ありません︒ポジティブに考えて︑自分や人生を考える︒どれだけ集

意識のメカニズムを解明する心理学みたいなもので宗教的なモノでは

物事を如何にポジティブに考えるかを学んだことだと思います︒潜在

ら始まりました︑そして︑中学の頃に﹁考え力教室﹂という教室で︑

しができるかを常に考えることが︑自分がより幸せになれる道だと考

ンセンスなんです︒人に対して何かできるか︑この社会に対して恩返

偉そうなことを︒呂うべきではないし︑自分だけがと思うこと自体がナ

と思うんです︒それを考えたら絶対に﹁感謝﹂を忘れてはいけないし︑

ごく小さいもので︑ずっとけ大な子不ルギーの中で︑生かされている

います︒ただ間違いなく言えることは︑我々に見えている問界はごく

のがあって僕たち

ルギーのようなも

あり︑大きなエネ

神様という存在が

がある︒もちろん

く︑見えない世界

確に出てきました︒︑﹁鎮守の社コンサート﹂を始めた頃には︑そういっ

考え方や﹁大和﹂っていう考え方か自分の中に形として︑はりきり明

えない世界への興味︒そういったことからどんどん﹁和﹂に対しての

教室﹂という場所で心のメカニズムを教わったこと︒そこから目に見

僕の両親が学校の教師であった事や︑広島に生まれたことや﹁考え方

ういう意味で︑先生の力というものが非常に大きかったと思います︒

本当に小学生︑中学生位でそういう方向に目覚めていったんです︑そ

えたんです︒自分がすることは︑全部自分に返ってくるんですから︒

た︒そのときに人間の︒則能性は︑すごいと思ったんです︒見える匪界

は生かされている

た考え方がはっきりとありました︒

だけか全てではな

んじゃないかと思

然にそのようなも

もなりました︒自

ているんですか︒

りの場としての﹁鎮守の杜コンサート﹂は︑どのような感じでやられ

与える人がもっと沢山いればいいですね︒ところで︑﹁きっかけ﹂作
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に 七海 それは貴重な体験ですね︒学校の先生などでそういう影響を

のを学んだり︑い

人にはいろいろな

れをどう見るか︑

もありました︒そ

デビューしてから

り︑そんなことが

﹁大和﹂の活をしてメッセージを伝えた後︑宮司さんのお祓いを受け

くて︑一緒に作り上げるんです︒最初に﹇鎮守の杜﹈のテーマである

僕の曲にコラボレートしてもらうんですが︑単にゲストとしてではな

りますよね︒そういった方々に参加していただくんです︒基本的には︑

す︒太鼓であったり︑雅楽であったり︑神社に根ざした伝統芸能もあ

地元のアーティストの方や伝統芸能の方にも参加していただいていま
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ろんな経験をした 原田 ﹁鎮守の杜コンサート﹂にはいろんなパターンかあります︒

考え方があると思

５

いこう︑作り上げようという感覚でやっています︒

になってきてスター

からロックのリズム

的なんです︒和太鼓

当たり︑とても幻想

に照明やレーザーが

奏か始まって︑拝殿

ます︒そして琴の演

と思います︒

いろんな形で社会に開放されて︑接点を広げていくことはいいことだ

侯は﹁鎮守の杜コンサート﹂という形でやらせてもらっていますが︑

活動を神社でやることで︑﹁きっかけ﹂が作れて行くと思うんです︒

を感じる場所なんだということを理解してもらうために︑いろいろな

ます︒それ以外にも神社という場所は︑生かされていることへの感謝

それを楽しみにしている万々は︑若い人を含めて多くおられると思い

んコーラスやダンス

なか難しいですから︒先ずは神社に集っていただいて︑そこでしか感

情報の発信の仕方はあると思いますが︑神社側から出て行くのはなか

佐久間 神社には皆さんに来ていただきたいと思います︒いろいろな

なんかで子供達にも

じてもらえないものが必ずあります︒そういった意味で︑素晴らしい

トしていく︒もちろ

必ず出てもらいま

コンサートだと思います︒

七海 うちも同じでした︒丁度︑原田さんのファン世代ですので︒

きまして︑できることなら私も行きたいと言ってました︒

実は昨日ですね︑家内が︑シングルレコードのジャケットを持って

す︒僕だけじゃない︑
参加されているお客
さん︑キャストの皆
さん︑皆で調和して

原田 ありがとうございます︒丁度︑その匿代の方が︑倹も含めて

ないかと︑強く思います︒是非また僕の曲を聴いていただければうれ

ですが︑大人としての役割を果たしていかなければいけない匪代では

向を︑考え方をされていると思います︒自然︑そして心の﹁環境﹂を

しいですね︒

七海 原田さんのお話を伺っていますと︑氏子青年協議会と同じ方

大切にして︑子供たちに責重な体験をさせる︒私たちは﹁鎮守の杜﹂

という場所から︑神社への奉仕活動を中心にさまざまなことを発信し 七海 そういえば︑小学校の校歌も作られているとお聞きしました

が︑どのような﹁きっかけ﹂で校歌を作られたのですか︒

原田 初めは東京のハ王子巾の小学校でした︒新設校でまだ校歌が

ているのですが︑原田さんの活動は﹁鎮守の社﹂から音楽という方法
を使い発信をされていますね︒

その先生が校長先生に活しをされて︑校歌を作ってほしいということ

無かったんですか︑︲ｔ日楽主任の尤生か僕のファンの方だったんです︒

伝わりにくいところがあると思います︒もちろんしっかり説明すれば

になったんです︒子供たちへの責任も重く︑どうしようかとも思った

原田 今の若い人にいきなり﹁神社﹂とは何だと言ってもなかなか

解るはずですか︑そのありがたみや必要性というものを感じてもらう

にはいろんな手段か必要だと思うんです︒お祭りかあって神社に集う︒ んですが︑作り始めましたらあっという間に出来上かりました︒なん

６

た︒それが﹁きっかけ﹂でー数年後に同じくハ王子市の他の小学校で

だか﹁作らされた﹂感覚というんでしょうか︑本当にびっくりしまし

視されて︑Ｔ心﹂がなかなか育ちにくいんです︒それは先生だけでは

教育の現場は︑本当に厳しい状況になっています︒﹁知識のみ﹂が重

先日も︑大阪で教育再生をテーマとした講演会に参加しました︒今︑

の気持ち﹂とその中核にある神社と日本の歴史をしっかりと教育の中

大人が伝えなきやならない﹁感謝の気持ち﹂が大切なんです︒﹁感謝

なく︑親にも責任があると思います︒いずれにせよ大人の責任です︒

も作らせてもらいましたブ于供たちの声も録応しまして︑本当にいい
経験をさせていただきました︒
七海 なかなか校歌というのは難しいですよね︒節目節目に何度も
繰り返し歌うわけですから︒心に染み込みますから︒

に組み込むべきだと思います︒今の教育は︑Ｈ本の歴史を蔑ろにして

いるように思えて仕方ありません︒確かに戦争に関しては︑難しい問

原田 昔の校歌と比べるとイメージは多少違いますが︑ｆ供たちは
楽しんで歌ってくれました︒夕供たちが歌うだけでこちらが涙を流し

題が多いですが︑﹁和﹂の文化は目本に根ざしてきた素晴らしい文化

なのですから︒その﹁心﹂と歴史を教育の中心に据えなくてどうする

てしまいまして︑ピュアなエネルギーは素晴らしいと感激してしまい
ました︒コンサーートだけではなく︑今までの活動を通して︑非常に沢

んだろうという思いがあります︒それをしっかりと教育に取り入れ︑

来るはずです︒

ればならないと思うんです︒そうすれば﹁きっかけ﹂作りはもっと出

神社を通じて︑生かされていること︑﹁感謝の心﹂を伝えていかなけ

山の分野の力々と知り合えて︑いろんなことが広がってきたことを実
然しています︒本当にいい経験をさせて戴いています︒
佐久間 子供の健全な育成は非常に大きな問題だと思います︒先ほど
から何度も出てきました﹁きっかけ﹂作りなのですが︑我々も相撲と

いる学校もありますね︒こうした活動によってこそ︑地域を大切にす

いうスポーツを通じて︑また様々な行事を通じて行っています︒全国 七海 地域のお年寄りとの交流や︑地元の芸能の学習を取り入れて
としてはもちろん︑各神社ごとの組織でも子供たちに来てもらえる唄

境の整備︑清掃奉仕など︑皆が集えるような奉仕活動をやっています︒ る心が芽生えていくんだと思います︒

舎の小さな学校を回って子供たちと触れ合うというヲーナーをやりま

やはり﹁きっかけ﹂作りは大切だと思います︒原田さんはそれをコン 原田 本当におっしゃるとおりです︒以前︑地方のテレビ局で︑田
サードや﹁ライプ﹂という形でやられているのですね︒

原田 ﹁きっかけ﹂作りとしては︑﹁ライブ﹂は非常に参加しやすく︑ した︒子供たちが本当に素直で︑地元のお年寄りと一緒に畑什事をし

当の自然の中で育っているんです︒とても素晴らしい体験だと思いま

て︑収穫を共に喜んだり︑そんなことか当たり前にあるんですよ︒本

団体や学校で溝演もさせてもらう機会も多くなりました︒講演でも音

す︒子供たちの目も︑都会のＴたちとどこか違うなと感じました︒都

伝えやすい形だと思います︒コンサーートとしてだけでは無くて︑経済

楽は何曲か入れさせてもらっています︒昔︑聴いてもらった曲が出ま

畷一瓢扇頭

すと︑グッと一体感か増すんですよ︒その意味では﹁ライブ﹂です︒ 会では自然を体感することが少なくなったせいかもしれません︒倹が

らなんです︒僥も小さな頃は神社の境内で遊んでいました︒神社は︑

﹁ライプ﹂の臨場感は︑現場に行かない限り成り立ちません︒これは︑ 神社でコンサートをやろうとするのも︑そこに﹁鎮守の杜﹂があるか
先はどの神社に集うということと同じなのかもしれません︒

７

都会の中で身近

り育てていこうという思いなんです︒

れる場所であっ

森も八十年程咄に作られた森なんです上ね︒

自然にあるものの代表という意味なんてすね︒そういえば明治神言の

に自然を感じら 原田 森を作り育てていくという活動ですね︒どんぐりは︑ロ本の

て︑自然に触れ

なってしまいます︒神社には﹁鎮守の杜﹂だけではなく︑ご神木もあ

られ︑﹁感謝の 七海 森はある程度︑人が手入れをして︑育てていかないと駄目に
気持ち﹂が自然

る︑その上うな

を取って︑苗木に育て植樹すれば︑次の世代につないでいくこともで

いものも多くて︑倒れたりすることもあります︒その前にご神木の種

るんですが︑それも取り上げていきたいですね︒ご神木にはかなり古

心のバランスが

きるんですから︒

に生まれてく

取れる場所だと

て︑﹁感謝﹂で

で支えられてい

は沢山の人の心

の活性化には︑心が伴わなければ返ってこないじゃないですか︒自分

域の団体や経済団体では︑絶対必要な組織だと思います︒地域や組織

Ｌげていく活動をされているんですね︒皆さんのような青年会は︑地

に触れ合う場であり︑人の繋がりであり︒皆さんは︑その得利を盛り

思います︒神社 原田 まさに神社の中には地球に必要な全てがありますよね︒自然

繋かっていま

の仕事やお金をＥの中に還元させようという心が無い限り︑社会は滅

んだと︑いつも思います︒自分のことばかり考えていたらだめなんだ

んでしまいます︒﹁心﹂という原点があってこその社会であり経済な

す︒その心を
持った人の輪が︑もっともっと広がるようにしていきたいですね︒
七海 そうですね︒我々もそう思ってがんばっています︒しかし︑
最近はその輪がなかなか広がりにくくなってしまいました︒

身につけてほしいですよね︒そういった面からも︑私たちは︑全国の

原田 だからこそ活動し続けなければいけない︒僕がやっている活 七海 やはり﹁奉仕の精神﹂というものを小さいうちからしっかり
勤自体もそうなんだと思います︒

そういった考えを伝えていきたいと活動しています︒原田さんも同じ

組織として︑また各神社ごとの活動として︑小さい子供のうちから︑

守の杜﹂は︑やはり大切ですね︒私達は︑その﹁鎮守の杜﹂に木を植

考えに立たれていますので︑一緒にがんばっていければと思います︒

佐久間 ﹁感謝﹂の気持ちを育み︑心のバランスを胴えてくれる﹁鎮

え︑青てていこうという運動もしています︒例えば︑どんぐりから苗

までの期間が︑いろんな意昧での大きな変革の時代になるんじゃない

木に青てて植樹しようという活動です︒どんぐりは︑日本で自生する 原田 命を懸けて頑張ります︒丁度︑この一十憚︑次の御選言の頃
一般的な常緑樹の代表で︑そのどんぐりを植えて︑﹁鎮守の杜﹂を守

８
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かと思っています︒その時代に希望の光が則すように︑かんばって行
きたいと思います﹃︒
七海 伊勢の神宮の御遷宮は︑私たちにとっても非常に意味が重く︑
大きな節目でもあります︒私たちはそれぞれの神社を支えていこうと
いう活動と同時に︑伊勢の神宮を支えていこうという活動もしていま
す︒この活動︑この﹁心﹂を次の世代にも伝えていかなければならな
いと思っています︒今回の御遷宮の成功はもちろんのことですが︑次
の御遷宮の頃に︑次世代への希望の光が射すようがんばっていきたい
ですね︒
今日は︑本当に有意義なお話ができました︒ありがとうございまし
た︒

︽プロフィール︾
原田真二 昭和三圭二年広島県生まれのシンガーソング
ライター︒昭和五十一︒年﹁てぃ１んずぷるＩす﹂でデビュー︒
平成十二年から自然環境・心の環境問題︵やさしさの復活︶をテー
マにしたチャリティーイベント﹁鎮守の利コンサート﹂を定期的
に開催︒全国の神社をその会場としている

