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梅雨の前に台風、や真夏日！ 天候が不順でも「うたごえ」は元気に各地で響いています。 NPT行動、メーデーは

終わりましたが、様々な集会やパレードで NPT 歌集、メーデー歌集はますます旬 ！ うた新拡大もお忘れなく♪ 
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2015 年５月号 

★2015 年 5 月 1 日 メーデー 

♪中央メーデー 

文字通りの「晴れた五月」。中央メーデーが

代々木公園で開催され、東京のうたごえと年

金者組合は開幕前文化行事を担当しました。 

 まずエイサー風「沖縄を返せ」で、沖縄に連帯。 

当日夕方帰国の NPT・NY 行動代表団への 

エールを込めた「We shall overcome」。ゲストの橋本のぶよさんは「私を褒めて下さい」など、憲法問題

を中心に構成。 

そして、都内で活動をする争議団等の支援のため、各合唱団、争議団に共にステージを創って行こう

と呼びかけた「闘うメーデー合唱団」では、ステージ上には JAL 争議団、IBM ロックアウト争議団が加わ

り、ステージ前には写真のように、各労組、団体の幟旗がズラーっと。事前に２回の練習会を組んだ「私は

ここに立つ」「晴れた五月」を演奏しました。いま私たちが取り組んでいるテーマを網羅的したステージ

は、メーデーの、まさに序曲となりました。        （東京のうたごえ協議会事務局次長  斎藤 一正） 

♪三多摩メーデー 

三多摩メーデーは多摩川河川敷（立川市少年野

球場）で 3000名以上を集めて開かれました。うたご

えからは約 70 名の参加でした。開幕前の文化行事

では松平晃さんのトランペット演奏や二本松はじめ

さんの演奏と共に、うたごえも会場のみなさんと歌

える歌を中心に４曲ほどを演奏しました。 

また開幕演奏で「世界をつなげ花の輪に」、全員合唱で「がんばろう」を歌い、デモ送り出しもメーデー

歌集からどんどん歌っていきました。メーデー歌集を手にしていっしょに歌いながら歩く人もいるので選

曲はできるだけ多くの人が知っているだろうと思う歌にしましたが、メーデー歌集以外にも選曲をして

おいた方がよかったかな。会場出口ではうたごえ喫茶ともしびのみなさんが歌って送り出しました。 

送り出し後、うたごえも 20人くらいが行進の最後尾について歌いながら歩きました。うたごえ喫茶で

伴奏をしているアコーディオニストも２人が行進に参加して伴奏してくれました。昨年から三多摩メーデー

では会場内でブースが出されるようになり、三多摩青年合唱団が中心になってお茶や煮こんにゃくの

他、沖縄・高江ヘリパット反対のタオルも販売し、完売しました。  （三多摩のうたごえ協議会 栗田 晴） 
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★４月 18 日 うたごえ新聞まつり(スクエア荏原イベントホール) 

週刊うたごえ新聞の創刊 60 年を記念して、全国で開催されるうたごえ

新聞まつり。その第１弾として開催された in 東京は、会場を埋め尽くす 350

人以上の参加者で、池辺晋一郎さん、森村誠一さん、檀ふみさんの軽快な

トークに笑い、うなずき。そして、池辺氏の 

指揮で調布憲法ひろば合唱団や地元南 

部合同、悪魔の飽食東京合唱団が演奏。第２部は「がんばろうフェスタ」 

として、お酒やおつまみも楽しみながら、JAL や IBM の闘いに連帯。ま 

た、NPT うたごえ代表団へ激励、歌って踊って交流を深めました。 

（東京のうたごえ協議会事務局長 大熊 啓） 

★5 月 3 日 憲法集会   歴史的な共同行動                            

横浜みなとみらい、真夏のように暑い日差しのなか

「5・3 憲法集会」に３万人が集まりました。会場出口にて

午後３時３０分から神奈川、東京のうたごえJAL争議団

など合同で“うたごえ”による支援行動を行いました。 

今回は途中から、「日本音楽協議会」とも話し合いを

して合同で歌いかわす場面が実現しました。 

「We shall overcome」「沖縄をかえせ」などを歌い、膨らんだ歌い手約１００名、取り囲む参加者３００名

で、あまりの盛り上がりに主催者からは解散要請も出されてしまいましたが、最後は「がんばろう」の大

合唱で解散。                 （東京のうたごえ協議会事務局次長、電通のうたごえ 外山 靖雄） 

★うたごえ歴史メモ★ 1964 年に全電通のうたごえ祭典開催をめぐって対立が起こり、翌 1965 年、

日本のうたごえ実行委員会を脱退した労働組合などにより「日本音楽協議会」が立ち上がった。 

★５月 6 日平和行進出発、5 月 7 日神奈川へ引継ぎ                    

戦後被爆 70 年、国民平和大行進が江東区夢の島第五福竜丸展示館前を出発し、約 1000 人が参

加しました。東京のうたごえは出発の 5 月6 日、翌7 日と歌って参加をし、広島まで歩く行進を神奈川

のうたごえへと引き継ぎました。NPT うたごえ代表団にも参加し、今回平和行進初参加の青年、迫田

礼音さん（調布狛江合唱団）よりのレポート。 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

平和行進に参加するのは初めてのことでした。車道を堂々とあることなんて、

めったにないことなので貴重な体験が出来たと思います。私はうたごえで活動し

ていますが、うたごえじゃない人もたくさん行進に参加していて、平和について、

色々な伝え方があるのだな勉強になりました。 行進はとても疲れましたが、沿道

の人に手を振ってもらえたり、一緒に歩いている人とお話が出来たりしたのがと

ても楽しかったです。 迫田礼音 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

国民平和大行進は、7 月中旬に北海道からの行進が東京にやってきます。ぜひご参加を ！！ 
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★合唱団白樺メーデー当夜祭 

５月１日、メーデー当夜祭を新宿文化センター第一会

議室にて、36 名の参加で行いました。 

まずＤＶＤ［辺野古の闘い］を鑑賞。カヌーで抗議して

いる人たちを、海上保安庁（海猿と呼ばれている身体

強健な男性が乗っている）が取り囲み、カヌーがひっく

り返され、海に落とされる。あんなに酷いことが毎日繰

り広げられていることに驚きました。 

ＤＶＤを見た後は、中山先生の伴奏で、みんなでメー

デー歌やリクエスト曲などたくさんの歌を歌いました。 

特別ゲストの八木倫明さんは仕事の打ち合わせの

ため、８時過ぎに到着。ずうずうしくもケーナの独奏を

お願いしたところ、快く「コンドルは飛んでいく」を、曲

の成り立ちの解説付きできかせてくださいました。 

最後に「広い河の岸辺」「インターナショナル」を歌っ

てお開き、終わりの時間をだいぶ超過してしまいました

が、とても楽しく、実行委員一同ホッとしました。 

（「БЕРЁЗКА」Номер5 より抜粋）

★三多摩うたごえ協議会総会 

4月１8日、加盟全８団体の代表と、オブザ

ーバー２団体含め、14 名で開催しました。 

50 周年記念コンサートを開催した青梅麦

笛。音楽会に向けて被災地や地元で演奏

活動を活発にしている三多摩青年合唱団

と絹の道合唱団。オブザーバー参加の三多

摩保母じゃんけんぽんからは、沖縄辺野古

と高江に行っての報告など、各団体の活動

が交流されました。 

活動方針案として、砂川闘争 60 周年の

つどいへの参加や、毎月第３日曜日に行わ

れている横田基地反対座り込み行動への

呼びかけ、2018 年日本のうたごえ祭典ｉｎ

東京に向けては、五日市憲法や横田基地、

砂川闘争の歌づくりなど活発な意見が出

されました。 

（「あんだんて」NO.9 より抜粋）

第 2 回常任委員会報告 

第２回東京のうたごえ協議会常任委員会が

5/19、11 名の参加で行われ、この間の活動の報

告とまとめ、2018 年を見据えた組織づくり、サー

クル代表者会議、青年のうたごえ祭典、今年東京

開催の産別祭典について話し合われました。 

この間の活動としては、うたごえ新聞まつり、

NPT 再検討会議うたごえ行動 inNY、中央・三多摩

メーデー、憲法集会、平和行進、東日本合唱講習会、

各地域・サークルのメーデーうたう会。また、北部

のうたごえ協議会、三多摩のうたごえ協議会の

総会報告。南部のうたごえ協議会が 4/3 に設立

との報告がありました。 

2018 年を見据えた組織づくりは、全国協議会

の呼びかけで組織活動者会議に参加、そして東京

主催のサークル代表者会議（6/21 開催）で話し合

っていきます。青年のうたごえ祭典に向け青年の

どう呼びかけるか真剣かつ活発な論議が交わさ

れました。電通の祭典・私鉄の祭典についての報

告と交流がありました。 

★5.24 国会包囲ヒューマンチェーン 

 5.17 沖縄集会での県民の気持ち…ここ首都圏

でも『日本の沖縄を、辺野古を、守らなければ！』と

安倍政権への怒りの火が民衆を沸き立て、全国

各地での同時アクションが怒りの鎖をしっかりと

繋げたのではないでしょうか！ 

 日曜日の好天だったという事もあって、大勢の

民衆が集まり、久々に大規模集会となりました。

主催者発表では 15000 名が参加したとのこと。 

 私は、途中参加で途中退席…の短時間参加、集

まって来られた皆さまには大変申し訳ない気持ち

で場を後にしました。 

（国鉄東京合唱団  弓田 高貴）
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♪おたよりありがとう♪      

今月は、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第 117、118 号、南部合唱団より「なんぶ」NO.808、合唱団白樺

より「БЕРЁЗКА」Номер4・5、みなと合唱団より「ハーモニー」NO.321、322、合唱団この灯より「合唱団こ

の灯ニュース」No472、東京紫金草合唱団より「紫金草ニュース」第125号、東京ナイスミディ合唱団より

「東京ナイスミディ合唱団」No255、東部のうたごえ実行委員会より「東部のうたごえだより」46、三多

摩のうたごえ協議会より「あんだんて」No.9 をいただきました。 皆様からのれぽぉとをお待ちしてます♪ 

♪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）  

6 月 02 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

6 月 06 日（土） みなと合唱団 25 周年コンサート 高輪区民センターホール 

6 月 07 日（日） 江東保育のうたごえサークル白つめ草コンサート 江東区亀戸分 k じゃセンター大研修室 

6 月 09 日（火） うたごえ喫茶くにたちうた OH！会 さんせいホール 

6 月 10 日（水） 日本シニア合唱団コンサート 成増アクトホール 

6 月 14 日（日） 中央合唱団記念「ほっとコンサート」 豊島公会堂（みらい座いけぶくろ） 

6 月 20 日（土） 合唱団この灯みんなうたう会 江東区教育センター 

6 月 23 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

6 月 24 日（水） 第 73 回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

6 月 27 日（土） 南部合唱団音楽会 品川きゅりあん大ホール 

6 月 28 日（日） 足立つくしんぼサークルコンサート 竹ノ塚地域学習センターホール 

7 月 05 日（日） コールシャマイクル七夕コンサート 五反田文化センター 

7 月 07 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

7 月 07 日（火） うたごえ喫茶くにたちうた OH 会 さんせいホール 

7 月 18 日（土） 足立教職員合唱団ミニコンサート 足立教育会館 

7 月 19 日（日） 墨田区保育園うたごえサークルどんぐりコンサート 墨田区障害学習センターホール 

7 月 20 日（月） 合唱団 TOSEI 音楽会「生きる希望」 船堀タワーホール・小ホール 

★2015 年度 第 1 回サークル代表者会議へご参加ください  

2018 年、日本のうたごえ祭典の東京開催を、2015 年度総会にて決定しました。どんな祭典を目指す

のか、そしてうたごえ 70 周年、東京のうたごえはどんな運動を、どんな東京を目指すのかを大いに語り

あいましょう。うたごえ運動の大先輩、堀喜美代 

さんを招いて、お話を聞く時間も作ります。 

ぜひ、サークル代表者だけでなく、団内の若手

にも積極的に参加を呼び掛けてください。 

6 月 21 日（日）13：30～16：30 

狛江市西河原公民館 2Ｆ学習室 1 

小田急線「狛江」駅北口、バス乗り場③「多摩川住宅中央」行に乗り約 5 分、「福祉会館前」下車目の前。 

★徒歩だと 15 分～20 分程度、「狛江ぞうれっしゃ合唱団」の名前で借りています。 


