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2015 年８月号 

うたごえ 70 周年への夢を大きく！みんなで語り合っていきましょう！ 

 ７月２７日（月）今年度の東京「創造委員会」第１回目の会

議を持ちました。担当常任委員のほか、各団体で指揮指導に携

わっている方にも参加いただきました（参加…江川勉

<TOSEI>、加山明美<南部>、鈴木勝雄<調狛>、服部安宏<中央>、

井藤、大熊、山田、大井、大橋、轟）。 

若者たちの熱をどううたごえに取り込むか！？ 

 この３月、東京の総会で 2018 年にうたごえ 70 周年記念

祭典東京開催を決定したことを受け、３年間でどう運動を展開

するか、どんな創造に向かうかを中心に話し合いました。「戦

争法案」阻止の行動や、沖縄連帯うたごえ行動、東北被 

災地訪問、また各合唱団コンサートにとりくむなどの行動が展開されてきたこの頃、その経験を

踏まえての話がはずみました。官邸前行動やパレードでは今若い人たちが大勢参加しています。

シュプレヒコールやコールもアップテンポ、ラップ調で「世代差を感じる…。年配者はついていけ

ていない」という声も。しかし論議の中で「選曲と表現・声がぴったり合った時、すごい感動を伝え

られる。そういう声づくりが出来たら」「誰もが歌えて思いが伝わる歌が求められていると思う。幅

広い世代が一緒に声を合わせられる歌を、現場から創りだそう！」と話は積極的な方向に。ぜひみ

んなの力で実現したいですね。 

会場押さえなど課題も多いが、それ以上に夢も出し合いたい！！ 

 ３年後の祭典については、オリンピックによる修復・建てかえなどで会場押さえが懸案です。

近年の祭典会場確保をお願いしてきた「コンベンション・ビューロー」に会場状況の調査を依頼

しているところです。企画については「またぜひ郷土独自のコンサートをやりたい」「難しい編曲に

偏らず、多くの人と声を合わせられる歌を」「多くの人と歌うための共同行動を展開していこう」

「さまざまな団体の人たちにうたごえを届け理解してもらう行動をみんなですすめたい」など、夢が

たくさん語られました。今後またこのような会議を積み重ね、もっと多くの方にも参加していた

だいて、夢を語り合いその中から祭典運動の道づくりを進めたいと考えます。 

 全国的な動きとしては「70 周年 未来におくるうたごえ名曲選・ニューアレンジ」の推薦曲募

集や、記念創作公募も進められています。祭典企画はこれから具体化ですので、これらのとりく

みがイコール祭典曲、ではありません。が、祭典開催地の当事者である私たち東京のメンバーが

積極的に関わっていくことが大切ではないでしょうか。東京の全サークル・合唱団で祭典のこと

を話題にしていただき、「この歌！」という作品を押し出し、創り、文字通り私たちの手で 70 周

年への運動を豊かにすすめたいと思います。    轟志保子（東京のうたごえ教育部責任者） 
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★6 月 21 日 第１回サークル代表者会議(狛江市西河原公民館) 

40 人以上が参加した東京のうたごえサークル代表者会議では、中央合唱団元専従

団員で、今も東部地域で活動している大先輩・堀喜美代さんのお話を伺い、その後 70

周年祭典を見据えての活動や悩みの交流を行いました。 

堀さんのお話は、運動草創期の理念から、その後の運動の変遷、今求められるもの

など丁寧に語っていただき、とりわけうたごえ祭典については「日常運動の結節点であ 

って、国民の願いの絵巻」と表現されました。また、この会議に集まった面々を見て「東京は素晴らしい力

が集まっているなぁ、この組織をつくるために 60 数年がかかり、私も一緒に歩んできたんだと思いまし

た。この力が合わされば、祭典は必ず成功します」と語りました。（講演録については別途準備中） 

後半の論議では、地域との共同や、若者だけでなく高齢者も含めて歌の輪を広げていくことについ

て意見交流がされました。次回は 12 月 5 日(土)を予定。         大熊啓（東京のうたごえ事務局長） 

★6 月 20 日 女の平和 6.20 ヒューマンチェーン   国会議事堂周辺          

工夫を凝らした赤い衣装を身につけての炎天下、福島の原発

の方、沖縄の辺野古の方、横田、横須賀の方、教科書裁判の方他

…いろいろな闘いをされている女性の方から訴えがありました。

その合間に、参加者がみんなで手をつないで国会を包囲する形

で「女たちはどんな戦争にも反対」「９条改正絶対反対」など、コー

ルしました。すると男性の大声でどなる声がだんだん近づいてき 

ました。黒塗りの大型ワゴン車が「赤い洋服チャラチャラ着やがって、何が戦争反対だ！」「中国がせめて

きたらどうするんだ！」中央のコールは全く聞こえないほどの大音響。おまわりさんに「警察官もこんなに

沢山いてどうにかならないんですか？」と聞きました。「街頭宣伝が許されている範囲はどうしようもな

いんです」と、知らない方が「おかしいよ！だって携帯かけながら片手で運転したら駄目でしょ。あの人片

手のマイクで怒鳴りながら運転してたでしょ？」「いや、部署が…」「後ろからパトカーがついて守っている

みたいでしょ！怖い国になったね。こんな集会頑張らないと、出来なくなるよ。」80 代後半の方だろうか、

体験者の言葉は重かった。                       （N さん 合唱団白樺「БЕРЁЗКА」Номер6 より抜粋） 

★７月７日 「もうひとつの七夕」77 集会で「紫金草物語」                  

７月７日は、盧溝橋事件、つまり謀略的に日中戦争がはじ

まった日を 77 集会と呼んで「侵略戦争の道を歩まない」と

いう日本人の決意の日でもあります。まさに今、戦争への道

を進もうとする流れの中で、「紫金草物語」を歌って欲しいと

いう要請。「紫金草物語」を創作して 15 年あまり、日中友好

協会東京都連からは初めての演奏依頼です。 

紫金草合唱団は残念なことに直前にミニコンサートの準備に追われていましたが、府中紫金草合唱団

と共に精一杯の演奏に取り組みました。アンケートでは「感動した」「この時期に大切な歌を聞かせてもら

った」などの感想も多く寄せられ、絵本と楽譜も普及し、また合唱団からも日中友好協会への入会者が

あり、とても喜ばれ、今後の活動にも期待が寄せられました。 （大門高子 紫金草ニュース第 128 号より抜粋）
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★7 月 18 日 平和行進（福生公園 

５月 6 日、北海道礼文島を出発した平和行進

が７月１６日に山梨から東京に入ってきました。 

７月１８日(土)には奥多摩コース・檜原コース・瑞

穂コースが福生公園に到着し、三多摩青年合唱

団が歌をうたって出迎えました。雨が降っている

中でしたが、みなさん元気にあるいていらっしゃ

いました。 

折り鶴・青い空は・一人の手・歩いて行こうな

どを歌い、午後１時には皆さんと一緒に澤地久枝

さん呼びかけの「アベ政治は許さない」をかざし

てアピールしました。 

（三多摩うたごえ協議会「あんだんて」NO.12 より） ★マーシャル諸島共和国 

3・1 ビキニ被爆式典に参加

マーシャル諸島共和国は赤道より少し北で、ハ

ワイの西、グアムの東に位置し 29 の環礁からな

る海洋国家で、水爆実験のビキニ環礁がある国

です。わりかんうたう会メンバーの増島さんの曽

祖父は大正期にこの島に移住し、事業を行って

いましたが、戦後日本に強制送還させられ、家族

と離れ離れになってしまいました。この度現地の

家族との音信が取れ増島家が招かれました。 

現地の家族は 200人ほどに成長し、一部は国

会議員を務めています。食料は豊富で体格も一

段と大きく、酒・たばこの愛用者は少ない国で

す。帰国前日のお別れ会には親族が 100 人以

上も集まりました。   （「わりかん」NO.298 より） 

第３回～5 回常任委員会報告 

第３回東京のうたごえ協議会常任委員会が

6/15、14 名の参加で、第４回が 7/6 に 12 名の参

加で、第５回が８/３に15名の参加で行われました。

この間の活動交流の他、私鉄・電通のうたごえ

祭典進捗状況や、各地区合唱発表会の講評委員

派遣について、愛知祭典に向けた賛同金の取組、

スクラムコンサートの準備や国民平和大行進東京

コースの取組に関して論議がされた他、戦争法案

反対の取り組みについて、全国協議会が声明を出

したことに応え、東京のうたごえ協議会としても

反対の声明を出すことを確認しました（７月）。 

また、うたごえ新聞拡大については、１サークル

が１人以上の拡大をする目標を確認し、拡大推進

ニュース「うた新増列車」を発行することになりま

した。また、読者の視点として協議会アルバイトの

松岡氏に「ななめ読み」を毎週発行してもらってい

ます。その他、創造委員会・組織委員会の開催も

提案され、７月にそれぞれ開催しています。 

協議会人事として、常任委員の加藤豪さんが、

音楽センター退職に伴い、常任委員を降りること

になりました事をご報告いたします。 

★7 月 17 日 国会包囲行動 

７月 17 日金曜日 18：00。草加の友人達と国

会前、到着。18：30、集会開始時には通路まで、

ぎっしりの人、人、人。 

私のすぐ隣に会社帰りか、白いワイシャツ姿の

若いサラリーマン。ヒールを履いた女性。学校帰り

の高校生らしき男の子等々。 

一人一人が、自分の意思を表明しに。 

この日は２万人のシュプレヒコール。運動の広

がり、底力を実感。  

 （井上正子さん 東京ﾅｲｽﾐﾃﾞｨ合唱団ﾆｭｰｽ No258 より）

許すな！！ロックアウト解雇 

９・８日本ＩＢＭ1000 人包囲行動!! 

2015 年９月８日(火) 17：20 IMB 本社前集合 

（半蔵門線水天宮前駅２番出口徒歩 3 分）

17：30～17：45 うたごえで開幕 

18：20～ 人形町デモ行進 

連帯のうたごえを届けよう!! 
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「戦争法案に終止符を ！ 音楽の夕べ」に歌って参加を！！ 

9 月 10 日（木）18：30～ Ｒ’s アートコートにて  出演：普天間かおり、新実徳英、栗友会合唱団有志ほか 

東京のうたごえ合同として「HEIWA の鐘」「ノー・パサラン」を演奏予定（参加費 2000 円） 

8 月 24 日（月）に練習会あります（18：30 より音楽センター地下ホールにて） 

 

♪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 119～121 号、南部合唱団より「なんぶ」NO.809～811、合唱

団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер6・7、みなと合唱団より「ハーモニー」NO.323、324、合唱団この灯より「合

唱団この灯ニュース」No473～477、東京紫金草合唱団より「紫金草ニュース」第 126～128 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」No258、三多摩のうたごえ協議会より「あんだんて」

No.10～12、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」No.１５９・１６０、東京郵便合唱団より「ペ

ダル」201 号、わりかんうたう会より「わりかん」No298、電通西南コーラスより「西南ニュース」190 号、電

通のうたごえ祭典 in 東京実行委員会より「あしたが見える音楽会ニュース」No.4～6、私鉄のうたごえ

祭典 in 東京実行委員会より「軌跡」No.1 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）  

8 月 21 日（金） スクラム交流会議 東京のうたごえ協議会事務所 

8 月 22 日（土） 足立平和コンサート エルソフェア 

8 月 22 日（土） 西南うたごえカフェ 36 スタジオブーン 

8 月 23 日（日） 大西進 戦後 70 年コンサート なかの ZERO 小ホール 

8 月 24 日（月） 東京のうたごえ合同練習会 音楽センター地下ホール 

8 月 24 日（月） 第５回四役会議 音楽センター地下ホール 

8 月 25 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

8 月 26 日（水） 第７５回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

8 月 30 日（日） 歌声どんちゃか ルミエール府中 

8 月 30 日（日） みなとのうたごえ合唱発表会 港区男女共同参画センターリーブラ 

8 月 30 日（日） 8.30 国会 10 万人・全国 100 万人包囲行動 国会議事堂周辺 

8 月 30 日（日） 第 83 回指揮考座 スタジオブーン 

9 月 02 日（水） 千代田合唱交流会 文京シビック小ホール 

9 月 01 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

9 月 02 日（水） 千代田合唱交流会 文京シビック小ホール 

9 月 04 日（金） 中央区のうたごえ合唱発表会 築地社会教育会館 

9 月 05 日（土） 北部のうたごえフェスティバル 成増アクトホール 

9 月 07 日（月） 第６回常任委員会 音楽センター会議室 

9 月 08 日（火） うたごえ喫茶くにたちうた OH 会 さんせいホール 

9 月 08 日（火） 9・8 日本ＩＢＭ1000 人包囲行動 日本ＩＢＭ本社前 

9 月 10 日（木） 戦争法案に終止符を！音楽のゆうべ Ｒ's アートコート 

9 月 12 日（土） 西部のうたごえ合唱発表会 杉並勤労福祉会館 

9 月 13 日（日） 三多摩のうたごえ合唱発表会 羽村ゆとろぎホール 

9 月 13 日（日） 江戸やっこまつり 府中芸術の森ふるさとホール 


