
 東京のうたごえ協議会も新年度を迎えました。桜も散ってしまった後のニュースで恐縮ですが、NPT やメーデー、

平和行進などさっそく取り組みは目白押し！ 気温の上下も激しい時期、体調に気を付けて元気に活動しましょう！ 

★2015 年東京のうたごえ協議会総会を終えて  

轟 志保子（東京のうたごえ協議会会長）  

 2015 年度東京のうたごえ総会で、２０１８年「うたごえ７０周年記念日

本のうたごえ祭典」東京開催が決定されました。うたごえ新聞 4/6 号の「随

想・うたごえ時間」にも書きましたので、そこはうた新を読んでいただくこ

とにして割愛しますが、今回の総会で副会長を退任した東部の横川昭さん（足

立ピースフラワー合唱団）は総会後に、「70 周祭典では作業所の仲間たちと

一緒に歌いたいんだ。昔、足立に橋本のぶよちゃん（シンガーソングライター）が来て、『はじめ

て会ったあなたに』を作業所で歌って広めていった、あの時みたいなとりくみを東京中に広げた

いんだ！」と語っていました。会場もまだ決まっていないけど、胸いっぱい生きる思いが溢れる

作業所のステージが見えるようじゃありませんか！ 

また横川さんから副会長のバトンを引き継いだ佐宗弘雄さん（合唱団 TOSEI）は総会の中で学

校現場のこと、組合のことを発言し、うた新 4/13 号にも大きく載りました。「うたごえが職場

の仲間に届いて勇気や励ましの力になっている！この輪をもっと広げたい」と、まさに「ひとり

からひとりへ」うたごえを届ける原点を語ってくれています。 

60 周年記念祭典の時、私たちは「東京を平和の発信地に」の合言葉で運動をすすめました。

それから 7 年、「9 条の会」など草の根の運動が豊かに広がる一方、ふたたび戦争への道を進む

ような、危険な動きも顕著になっています。その策動を阻む「綱引き」に私たちは負けるわけに

いきません。戦争反対、核兵器なくせ、原発ゼロ、平和憲法のこころを歌う「うたごえ」を待っ

ている人たちがたくさんいる。そこに駆けつけましょう。今こそ「うたごえは平和の力」を高く

掲げ、「うたはたたかいとともに」を実践する時です。70 周年という節目、記念の祭典、そして

さらにその先へ。大いに夢もロマンも悩みも語り合いながら、歩みをすすめていきましょう！ 
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祭典について語り合おう！！ 

第１回サークル代表者会議 

６月２１日(日) 
午後～夕方開催予定 

会場未定 

決まり次第お知らせします。 
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2015 年度協議会役員体制 

（役職）  （名前） （推薦団体） 

会長  轟 志保子 中央合唱団 

副会長  會澤 玲子 三多摩青年合唱団 

  大井 かつ江 南部合唱団 

 新 佐宗 弘雄 合唱団ＴＯＳＥＩ 

  山田 千賀子 合唱団北星 

事務局長  大熊 啓 調布狛江合唱団 

事務局次長  斉藤 一正 みなと合唱団 

  外山 靖雄 電通西南コーラス 

常任委員  井藤 綾子 合唱団白樺 

  岩崎 あすか 調布狛江合唱団 

  大橋 真理子 新婦人北支部ローズウェーブ 

  荻野 美子 日本シニア合唱団 

  片山 操子 絹の道合唱団 

  加藤 豪 音楽センター 

  神喰 重夫 通産混声コーラス・四樹の会 

  小泉 恵美子 墨田区保育園うたごえサークルどんぐり

 新 武田 洋二 合唱団この灯 

  中澤 俊之 東京郵便合唱団 

  平井 克己 私鉄池袋ターミナル合唱団 

  山崎 慶晴 私鉄池袋ターミナル合唱団 

 新 弓田 高貴 国鉄東京合唱団 

会計監査  辻 昇 みなと合唱団 

 新 奥山 英子 合唱団北星 

以下は、２０１4 年度をもって交代・退任された方です。 

副会長 横川 昭 足立ピースフラワー合唱団 

常任委員 石井 明美 国鉄東京合唱団 

会計監査 松澤 千代子 東京ナイスミディ合唱団 

★討論の中身は、総会発言集を発行いたします。 

 

 東部メーデーうたう会 

３月２０日、足立教育会館で行われた東部うたう会は70人の参

加で大成功しました。ＪＡＬ不当解雇撤回裁判原告団、ＩＢＭロック

アウト解雇原告団の仲間も参加していただき「あの空へ帰ろう」

「私はここに立つ」を歌いかわしました。また、地元の花畑共同作

業所のクッキーや竹ノ塚ひまわり園のパン、ＪＡＬ原告団支援の物

販などにぎやかでした。 

 東部のうたごえの仲間の演奏があり、最後は「インターナショナル」「がんばろう」を歌って、とても楽し

い会になりました。             （東部のうたごえ実行委員会・足立ピースフラワー合唱団 横川昭） 

核兵器のない世界へ！ 

ＮＰＴ署名行動やりました ！！ 

４月９日夕暮れ時。全国で行われる

“６・９行動”に連帯し、新歓コンパのグ

ループや足早に帰路へつく労働者で

ひしめく高田馬場駅前広場で、定例

練習の前の１時間、４人と少数ながら、

街頭演奏＆署名をおこないました。 

「ヒロシマの有る国で」「We shall 

overcome」などの歌にあわせて、署名

を訴えますが、なかなか足を止めてく

れません。そんな中、中国人留学生の

若者二人がサイン。一人は女性で、

「日本に来て１年。一度は広島長崎へ

行かなければと思っています」と話し

ていました。この行動では、私たちの

紹介ビラも「名刺代わり」に配布。署名

をしてくれなくても、ビラをうけとり読

んでくれる男性もいました。 

NＰＴうたごえ代表団には、団から大

熊啓さんも参加しますので、少しでも

多くの署名を託したいと思います。 

（男声合唱団うでまくら）
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★NPT･NY 行動代表派遣のための

学習のつどい （みなとブロック） 

 2 月 27 日(金)、みんなとピースサンデー実行委

員会の発案で、NPT 学習のつどいが開かれまし

た。音楽センターから発売されている「僕のつくる

道」（反核・平和歌集）を使い、30 人の参加者が

NPT の歴史と今回のねらい目などについて学習

をしました。 

 オープニングは、小山さんのアコ伴奏で「青い空

は」。歌あり、討論あり、報告ありの 2 時間はあっと

いう間のつどいでした。 

「学習会」では NPT 再検討会議に向けた NY 行

動に参加する板倉さんから歴史と NPT の意義に

ついて解説。また、前回2005年に参加した、コスモ

スの菅野さん、区議団事務局の広瀬さんから NY

での動と交流の報告がありました。 

2010 年に長崎で被爆者から話を聞いたときの

様子を報告する若い人。1999 年から港区からの

平和行進に参加している人は、子供が小さかった

けど、川崎まで歩き続けた話などがあり、「死んだ

女の子」を歌ったあとに、署名の威力について、う

たごえ新聞 3 月 9 日号の記事（全国総会での記

念講演の内容）を引用して紹介。 

最後に、風見区議から港区平和都市宣言がで

きたいきさつ、港区の刊行物の裏表紙には必ずこ

の宣言が記載されていること、などの説明の後、

ピースサンデー合唱団が「港区平和都市宣言」を

演奏。 

今年の目標は、武井港区長に核兵器全面禁止の

アピールに署名をしてもらう事です。 

斉藤一正（みなと合唱団）

 

第１回常任委員会報告 

４月１日、第１回常任委員会が行われましたが、

体調不良やご家族の事情などで欠席が多く、

10 名の参加で常任委員 21 名の過半数に足り

ず、2015 年度 1 回目から常任委員会が不成立

ということになってしまいました。臨時の常任委

員会を 4 月 6 日に行い、前回欠席者 11 名のう

ち 5 名が参加、また全体の参加も 11 名と、どう

にか成立要件を満たしました。 

日程調整に時間を割いて確認を行い、次回以

降はこのようなことにならないように申し合わ

せました。今回の議題は、この間の活動、2015

年度運営体制について、うた新まつりについて、

NPT再検討会議に向けた運動づくり、連帯活動

その他でした。 

この間の活動としては、東京総会を終えての

感想交流、東部メーデーうたう会の報告、電通

のうたごえ創作合宿や、スクラム交流会議の報

告、また新宿で取り組まれた NPT 平和のつどい

の報告が行われました。 

2015 年度体制については、各専門部の人員

配置案や年間の会議日程、またサークル代表者

会議と 2016 年度総会の日程を検討しました。

第１回サークル代表者会議の日程は6/21、2016

年度総会は 3/13 に決定しました。 

うた新まつりに向けては、企画と運営体制の

確認、参加集約の状況などが行われました。肝

心のうた新拡大については時間が足りませんで

した。NPT に向けた取り組みは、時間の都合か

ら、多少の報告にとどまりました。連帯活動とし

て、東日本合唱講習会や関東交流会の取り組

み指標が確認され（講習会 50 名、交流会 20

名）、メーデーについても演奏体制が確認されま

した。憲法集会・平和行進については、まだ詳し

い情報が足りず、常任委員会での確認はできま

せんでしたが、事務局・四役で演奏体制の確保

など呼びかけていきます。 

東日本合唱講習会は５月９・１０日 埼玉・上尾市コミュニティーセンター、東日本郷土講習会は６月６・

７日 東京代々木オリンピックセンター、関東交流会は７月１１日・12 日 茨城・阿字ヶ浦クラブにて！！ 
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中央メーデーのステージで歌おう！闘うメーデー合唱団募集 ！  

練習会 4 月 23 日（木）19：00～ 港区男女共同参画センターリーブラ１Ｆホールにて 

練習曲 「私はここに立つ」「晴れた五月」「沖縄を返せ」「We Shall Overcome」 ★メーデー歌集持参 

 
♪おたよりありがとう♪      

合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер2・3、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」No.111～116、合唱

団この灯より「合唱団この灯ニュース」No467～470、わりかん歌う会より「わりかん」297 号、みなと合

唱団より「ハーモニー」NO.320、紫金草合唱団より「紫金草ニュース」No.124、南部合唱団より「なんぶ」

No.806・807、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」No.155、電通西南コーラスより「西南

ニュース」185・186 号、電通のうたごえより「祭典実行委員会ニュース」No.1・2 をいただきました。  

皆さんの活動予定、団ニュースを東京のうたごえ、うたごえ新聞社にお送りください。 

♪今後の予定 （みなさんのサークル・団体の予定をお知らせください）  

4 月 18 日（土） 創刊 60 周年うた新まつり in 東京 スクエア荏原イベントホール 

4 月 20 日（月） 統計オンチコーラスメーデーうたう会 統計局 

4 月 21 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

4 月 22 日（水） 第 71 回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

4 月 22 日（水） 狛江メーデーうたう会 狛江みんなの広場 

4 月 23 日（木） 中央メーデーに向けた合同練習会 港区男女共同参画センターリーブラ 

4 月 25 日（土） NPT うたごえ代表団出発 成田空港→ＮＹ 

4 月 25 日（土） 足立ﾋﾟｰｽﾌﾗﾜｰ合唱団愛と平和をうたうｺﾝｻｰﾄ 西新井文化ホール（ギャラクシティ） 

5 月 01 日（金） 中央メーデー 代々木公園 

5 月 01 日（金） 三多摩メーデー 立川市・多摩川緑地野球場 

5 月 03 日（日） 憲法集会 臨海パーク 

5 月 05 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

5 月 06 日（水） 国民平和大行進出発式 夢の島第五福竜丸展示館前→港区芝公園 

5 月 07 日（木） 国民平和大行進２日目 港区芝公園→川崎市役所 

5 月 09 日（土） ・10 日（日）東日本合唱講習会 埼玉・上尾コミュニティセンター 

5 月 11 日（月） 第２回四役会議 音楽センター会議室 

5 月 12 日（火） うたごえ喫茶くにたちうた OH！会 さんせいホール 

5 月 13 日（水） ＪＡＬ不当解雇撤回・本社前大行動 品川区聖跡公園→ＪＡＬ本社前 

5 月 15 日（金） ～17 日（日）東日本創作講習会 二本松市岳温泉 

5 月 18 日（月） スクラム交流会議 東京のうたごえ協議会事務所 

5 月 23 日（土） ＮＰＴ報告平和の集い（文団連主催） 音楽センター地下ホール 

5 月 24 日（日） 檀上さわえ出版記念会 アルカディア市ヶ谷 

5 月 26 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

5 月 27 日（水） 第７２回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

5 月 31 日（日） 絹の道合唱団コンサート 2015「いのち」 武蔵野市民文化会館大ホール 


