｢HAGE&WAZKA｣｡この名前を聞いたことのあ

る人も､最近はぐんと増えているようだ｡全国区に

なりつつある｡

所沢市教組の人でこの名前を知らない人はいない｡

この名前を口にすると思わずふふっと笑顔がこぼれ

る｡そのまま言っていいのかな､失礼じゃないのか

な､どっちがハゲでどっちがウズカなの?

所沢市教組の｢旗開き｣は､いつも笑いと共感の

渦｡みんな､この二人の演奏を楽しみにしている｡

みんな､涙ぐみながらおなかをかかえて笑ったU､

いっしょに手拍子しながら歌ったりしている｡いっ

しょに笑う底には怒りや憤り､日頃の思いといった

共感がある｡そうだ､その通り!･･そして最後

はジーンときたりする｡

この二人のはにかんだ表情がまた良い｡けして得

意がったりしない｡二人とも小学校の教師だが､学

校の中でも子ども達や先生方から絶大な信頼を得て

いる｡職員会議でも､言うべきことはきちんと発言

し､毅然としているところがまた魅力なのだ｡

最近は､埼玉県内だけでなくー宮城や神戸でも呼

宮崎

勇

(三芳町立藤久保小)

令子(所沢市立南小)

ばれているというお二人の姿を紹介した｡

聞き手

山口
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軸呈
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77封埠G妄㌢本尊畢aY 沌里rl o耳rj

077･｢羊S葦

朝孝1古きri軍事9塾妄小判‑剥 Sii.掌

. rwryrTYLj古孝冒裾誤判ri畔型OrTY｢羊中

aY乙t〃 JrM塾77巻島Iq羊CPS適軍手

dt.上

孝｢亡､マ77･C2Jマ｣‑& ｢劃劃YFY｣ Sii賀

oF+｢蔓り堆ary葦等8胎Jユ〇割77謝菖

耳立回引力埠o妄FT｢智粟立Y

〇本riエコ鮮孝凶亜8号貰凶鼻対

.ユnユGI&孝封手鼻勲ri中誹♯ %'賀

貰回鼻事.巧苗マ葦FTtJ I&nOg.+よ芋蔓8｢く

〇本riSFYL)YTT等

oB･よ妄胡{Y)JJCft･マY

SYru団蘭Ja妄胡諸々Y)JJCfL確 執呈

婁7･190月84Y)JJ riry葦趣裾.判等｡m

oFYrri堆普沌SL､巧マ招｢Jy剥ヰ沌宰

○埠ヰriJy埠Gn J判SFTt｢尊畢riY

戦8畢智H)迎適雄J麹事066I

堆沌8rTTG埴孝｢Yru羊‑8輩｣ rirM観

JvFTt〇･%立事冒音射幸中77第〇等埠ユ頬

○ユG管沌〃‑UtJ∠

撃ユG等fTJt苫瀦沌LTmVooz 蜘呈

〇本蔓りユ7第孝SFYG沌Ts

○管葦埠8㌢等77丁田寺oJ/cfL EE]薗

○埠耳rA印章Yry

奥田

作ると滝沢さんに聞いてもらって

今は便利になってボイスレコーダーに入

滝沢

インパクトのある
ネーミングで全国へ

どうしてこういう名前をつけたの

ですか｡

｢ハゲルノハアスカ｣と

宮崎

奥田

奥田

｢ハゲアンドワズカ｣

最近は二人で作ること多いよね｡

ようにファックスのやりとりもします｡

直したりします｡独‑よがりにならない

二人でいっしょに作らないんです

れています｡

0

山口
ヽ

‑刀

も感覚も違うし｡滝沢さん､

かだった｡でも

二人でやると持ち味

素直じゃないからすぐ良い

したら､それだけでインバクーがあって'

はじめは

と言わないし｡(笑い)

みんなすぐ覚えてくれました｡zUでは

○

デビュー後の反響はどうでした

ます｡(詳し‑は個人的にどうぞ‑)

ヽ

宮崎

に

滝沢一回作ってしばら‑

なくUをつけないのにはこだわ‑があ‑

完成まで日にちをお

してからまた直した‑する
よね｡

奥田

め

滝沢

いたりします｡

滝沢

た｡いろいろ仲間たちから注文も来ます｡

所沢教組ではやるようになりまし
て､消えていったものもあ

｢○○の続編を｣とか､｢最近の歌でも｣

所沢でやって反応見
ります｡

とか｡

取材して歌詞を作った‑しています｡た

聞く相手が好意的で

滝沢

とえば､足立区ではそうやって作った歌

奥田

言葉にならないものがある｡

を未だに歌って‑れているそうです｡

依頼してきた相手にそこの情況を

小中学校の先生たちはとて

山口

奥田

も共感して‑れる｡高校で

すか｡

も微妙な反応のときもある｡

男性が多いときは､うま‑

滝沢

教育現場での苦労や

いかなかったこともありま

学習会で呼ばれたのがきっかけで､当時

埼玉近辺中心です｡埼教組の組織

どういうところから呼ばれていま

す｡

の石田組織部長がその後も広めて‑れま
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e̲卑転7

大領奇癖蕪
驚￠LD重しの中でも

与e水島らしの中でも

∫

かくれん官夢中だったね

専任ポー凡を寒いかけていたS)
た書筆書粋毒O

どろんこQ盤毒せ辛みれ愈東亜

替んか著して恵按官なのに
教皇にもだEtでみれば

骨の苦手章に渡したい

ばくちを育てた畢軒な昏竜

で毎号娃あきらめ尊い

テr(トとにらめっこ

だれも¶つhたことのない昏こり

この先切な趣兼と
己.

休み時津になっても

ニ￠大切を虫東と

たれも傷つけたことのない昏こウ

校長に飛び出してく

しわしわQhリント

これでtn虎旨めチャレンジ

やがてそっと馨し出す

色艶のサインみとどけて

窟くらを育てた未切な垂を
その手宋書に托したい

辞Vち馨育てた琴軒な夢を

この未蟻を将来と

だれもfつt)たことのない昏こり

モeまま零に濃したい

問いとくれ

学校の先生

おいで皆さん
僕は忙しい

駆け回る

問いとくれ

トイレも我慢し

僕の話を

朝ははよから 登校指導
夕方過ぎまで 会議と研修
残業手当など 出やしない
たまに出るのは 職務命令
夜も悲しや 自宅まで
持ち帰るのは 大きなカバン
テスト作文 集金袋
風呂の中まで 保護者の電話

水着でプール
子どもと持久走

やらなきやならない 事ばかり
やってはいけない 事ばかり
管理管理で ショックを受ける
おいらは欲しいよ 管理ショック手当て

いくつになっても
いくつになっても

畑仕事
やめられぬ

英会話
カルチャーセンター

パソコンで

お習字で

おまけに近ごろ
年金延ばされ

一時間目は
二時間目は
三時間日は
学校まるで

子 ど も の 命 を 守るため
不 審 者 と 闘 う 訓練だ
モップやサスマタ 持たされて
竹やり時代を 思い出す

おいでよ

僕らのそばに

っらい時こそ

歌と笑いと仲間たち

はうら

歌おうよ

心にひびく

私の声と

それが歌声

みんなの思い

かさなり合えば

あなたの声と

ひとつになるよ

あなたの思いと

心つながり

強くなる

歌と笑いと仲間たち

それが

僕らの宝物

歌と笑いと仲間たち

今日は

僕のそばに

1人じゃないよ

いいのさ

おいでよ

いつだって

はうら

涙流して

あしたが見える

仲問とともに

みんなで笑い

言葉交わせば

そして生きるよ

あなたと歌って

心つながり

強くなる

歌と笑いと仲間たち

それが僕らの

宝物

歌と笑いと仲問たち

それが僕らの宝物

