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長い間、発行が止まってしまい、皆さまには大変ご迷惑をおかけしました。今後も定期発行を心がけてまいります。 

暑い、熱い、毎日をお過ごしのことと思います。体調に気をつけてご活躍ください。 右手に水筒、左手に「うたご

え新聞」！ うたごえ新聞を広め、私たちの「うたごえ運動」を知っていただきましょう♪ 
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2016 年 7 月号 

★ 夢を語り合い、意見をぶつけあい… 創造懇談会・サークル代表者会議開催 

 ２０１８年の「うたごえ７０周年祭典」まであと 2 年半。6 月６日（月）、祭典に向かう「創

造課題についての懇談会」を開き、合唱団サークルの指導者や創造・教育担当の方など２９人に

お集まりいただきました。「どういう祭典にするのか」「どんな人を対象にするのか。うたごえの

仲間の交流か、それとも広く都民に呼びかけるのか？」という基本イメージづくりの討議となり

ました。「東京１０ブロックの特色を生かして同時多発的企画が良い」「今までの祭典にない新し

いものを」「ここ数年の各地の祭典も決してマンネリではない。良い内容は引き継いで」「通りが

かりの人も気兼ねなく参加できるような開かれた企画と会場が良い」など、実にさまざまな意見

が交換されました。 

 引き続く２５日（土）はサークル代表者会議。４２人の方が参加してくれました。いろいろ議

題はありましたが、多くの時間を費やしたのはやはり祭典について。この会議は各加盟団体の代

表が集まる場なので、一歩進んで、祭典に向かう運動づくりと祭典の具体化の討議となりました。

ちょうど、大規模会場候補をあたっている中で「国際フォーラム」が全館貸し切りや国際的行事

などの場合 2年以上前から申込みできる条件がある、という情報を得たところでした。創造懇談

会でも出された「各地で同時多発的企画」という意見に対し「面白いが、全国からの参加を考え

ると複雑になるのでは」「やはり 1 回は一堂に会する場が大切」などの議論の中「国際フォーラ

ムならば、５０００名の音楽ホール、太鼓やうたう会ができる会場もあり、1 ヶ所で多彩な内容

が可能。会場周りで野外企画や物産展もでき、通りがかった人もとびこみ参加できる」「何より

街中にあり、祭典の雰囲気を会場周辺に拡散できる！」と盛上り、申込みしよう、この会場で夢

の膨らむ祭典を企画しよう、という方向になりました。うまく進んで決まる可能性が見えた場合

は、緊急に東京のうたごえ臨時総会を持って、会場決定（日程も含め）を行おうというところま

で、この日の合意となりました。 

 うたごえ運動７０周年祭典と、祭典準備の活動の中で、悩みや困難を出し合いながらも、ぜひ

若い世代とも結びつき「うたごえ」を拡げていきたい！という思いが沸き上がった２つの会議で

した。さらに語り合い、夢を描きながら祭典開催に向かっていきたいですね。今後も「創造懇談

会」「サークル代表者会議」が設定されますので、たくさんのみなさんのご参加をぜひお願いし

たいと思います。 

（東京のうたごえ協議会会長 轟志保子） 
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★ 東京のうたごえ合唱発表会 について             

月    日 場 所／部門 

9 月 24日（土）  調布グリーンホール ／ 小編成、一般A、一般 B、交流 

9 月 25日（日） 調布グリーンホール ／ 職場、女性、オリジナルコンサート 

◆出演者代表会議 9 月 13日（火） 夜 場所未定 後日ご連絡いたします。 

 

※各地域で推薦された団体・サークルは出演者代表会議にご出席ください。 

  出演順、当日のお当番などをお知らせいたします。 

★  各地域の合唱発表会の日程が決まりました                                         

日時 地   域 場   所 

7月30日（土） 午後 三多摩のうたごえ合唱発表会 羽村ゆとろぎホール 

7月31日（日） 午後 みなとのうたごえ合唱発表会 青山中学校 

7月31日（日） 午後 西武のうたごえ交流会 方南会館 

9月 3日（土） 午後 北部のうたごえフェスティバル 成増アクトホール 

9月 4日（日） 午後 三多摩南部うたごフェスティバル 調布グリーンホール 

9月 4日（日） 午後 南部音楽フェスティバル 大田区民センター 

9月 6日（火） 夜 千代田合唱交流会 文京シビックホール 

9月 9日（金） 夜 中央区のうたごえ合唱発表会 会場未定 

9月11日（日） 午後 新宿のうたごえ合唱発表会 牛込箪笥ホール 

9月11日（日） 午後 東部のうたごえフェスティバル 曳舟文化センター 

 

※ 正確な開会時間等詳細は各地域の実行委員会までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

★東京のうたごえオリジナルコンサート 2016の開催について 

この数年、東京のうたごえ合唱発表会と同時開催をしている「オリジナルコンサート」は、

今年は 9/25(日)の開催となります。この 1年間で生まれた歌を、学び合い、交流しましょう！ 

今年から、全国オリジナルコンサートへは「発表曲数 5 曲につき 1曲を全国に推薦」という、

新しい基準を設けて行われます。東京の開催要項ができましたら各サークルにお届けしますの

で、ぜひ積極的な参加の検討をよろしくお願いいたします。 

★団による集団創作、あるいは団員による作詞・作曲・原詩であることを基準とします。団あ

るいは団員の詞（原詩）を、団外または専門家に依頼して作曲されたものや、団外・詩人の詩

に団あるいは団員が作曲したものも含まれます。 

★ただし、作曲家や詩人の作品に本人の承諾なく歌詞や曲をつけたものや、替え歌などについ

ては、著作権の問題もありますので、東京のうたごえ協議会までご相談下さい。 
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★青年・国鉄・高齢者・平和行進… 

今年は青年のうたごえ祭典、国鉄のうたごえ

祭典、そして「日本高齢者大会」も東京での開催

と、大きな取り組みが続きます。 

東京のうたごえの連帯で、全ての取り組みを大

きく成功させていきましょう！ 

全国青年のうたごえ祭典 inTOKYO 

7/17(日)角筈区民ホールにて音楽会 

東京のうたごえとして歓迎演奏をします。※参加

チケット 1000円にご協力ください。 

11：10 舞台にてリハーサル（20分間） 

本番は 14：30 開会（音楽会前に 12：30～14：00

で、合唱発表会もあります。チケットは共通です） 

演奏曲「ノーパサラン」「私はここに立つ」 

★どちらも2016メーデー歌集の楽譜で歌います。 

終演は 16：00予定です。 

国鉄のうたごえ祭典 in東京 

8/28(日)多摩教育会館ホールにて音楽会 

三多摩のうたごえを中心に歓迎演奏で「砂川」を

歌います。参加希望者は三多摩のうたごえまで。 

一般2000円、（中高生・障害1000円、小200円） 

日本高齢者大会 in東京 

8/29(月)東京国際フォーラムにて全大会 

うたごえによる文化行事があります。 

朝8：30集合、声出し・並び順などして10：00開会 

曲目「老いも若きも」「花（春のうららの～）」 

「憲法九条五月晴れ」「青い空は」 

第１～３回常任委員会報告 

2016 年度に入ってからの報告が途切れており、申し

訳ありません。以下、ダイジェストで報告します。 

第 1回常任委員会は 4月 11日に開催。 

新しい体制を決め、早速、5 月 1 日メーデー。3 日憲

法集会、6 日・7 日平和大行進について、また東日本合

唱交流会、関東交流会などについて、話し合いました。 

第 2回常任委員会は 5月 16日に開催。 

サークル代表者会議（6/25 開催）に向けて、議題の

整理や当日の分担などを話し合いました。 2018 年う

たごえ祭典 in 東京（仮）について、会場について、それ

ぞれの会場の条件などの報告がありました。 

第 3回常任委員会は 6月 20日に開催。 

いつもは最後に話し合われる、うたごえ新聞の拡大

についての論議を最初に行いました。 各地域の拡大

の取り組みについての情報交換。成功例だけでなく、

苦労・失敗談も。また、今後の拡大に向けて、常任委員

がまず取り組みの先頭へ立とうと、具体的な対象者を

名前で出し合い、覚悟を決めました。拡大ニュースも情

報を集めてなるべく間隔を空けず発行を目指します。 

今年東京で開催される、青年のうたごえ祭典、国鉄

のうたごえ祭典、高齢者大会についての話し合い。 各

地域の合唱発表会の日時･会場の確認。そしてサークル

代表者会議について話し合われました。 

2017年度の関東交流会と、全国創作講習会を東京

で開催という打診が来ており、議論の結果、関東交流

会と創作をセットならばという方向性を確認しました。 

★祭典に向けた練習会のご案内 歌ってえひめに行こう！ 

♪青年のうたごえ合同練習会 

 7月 18日 10:00～12:00 国立オリンピック記念青少年センター  

 参加費 1500円＋祭典歌集１５００円  えひめ祭典本番指揮者を招いての練習会です。 

♪女性のうたごえ合同練習会  

 8月 7日（日）13:30～１６：３０ 赤羽文化センター 

 参加費 1000円＋祭典歌集１５００円 『私が私であるために』『黄金の花』『線の風になって』 
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♪おたよりありがとう♪ ★6月～7月にいただいたニュースをご紹介いたします。 

電通西南コーラスから「西南ニュース」200 号、宮城・福島を訪ねた記事が載っています。東京ナイスミディ合唱

団からニュース No268、ボランティア演奏に初めて取り組んだ経験が新鮮に報告されています。日本シニア合唱

団は、高齢者大会の成功を目指しての合同練習会の訴え。合唱団白樺「БЕРЁЗКА」（ベリョースカ）Номер6 で

は、2 年前から取り組まれている「団拡大プロジェクト」が一面、「すべてのイベントを団員拡大に！」と、具

体的な方針も立てています。白樺からは、4 月に行われた「市川秀親さんを偲ぶ会」の報告記事が載った

日本ユーラシア協会機関紙も送って頂きました。南部合唱団「なんぶ」は、10/29の演奏会に向けた意気

込み、そして南部ブロック各地での演奏報告など、今号も満載でした。みなと合唱団「ハーモニー」、合唱

発表会や地域で演奏する曲について、しっかりと解説を載せています。合唱団この灯ニュース No493 で

は、5/8 のコンサートに寄せられた感想特集と団総会の報告がしっかり。三多摩うたごえ協議会ニュース

「あんだんて」No.16、地元開催の国鉄祭典への準備やプレ企画なども満載です。協議会加盟団体では

ありませんが、JMITU日本 IBM支部機関紙「かいな」では、スクラム会議やエーデルワイス演奏会の感想

など、うたごえ関係の記事が増えています！       みなさまからのれぽぉとをお待ちしております♪ 

♪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）  

7月 12 日（火） 歌声喫茶 くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

7月 16 日（土） ～18日（月）全国青年のうたごえ祭典 inTOKYO 代々木オリンピックセンターほか 

7月 19 日（火） 歌声喫茶 天笑楽とうたうべ さんせいホール 

7月 21 日（木） 国民平和大行進 山梨⇒東京へ引継ぎ 甲武トンネル、檜原村 

7月 24 日（日） 歌声どんちゃか ルミエール府中 

7月 26 日（火） 国民平和大行進 埼玉＆千葉⇒東京へ引継ぎ 板橋区見次公園、市川橋東京詰土手 

7月 26 日（火） 歌声喫茶 さんたま屋 さんせいホール 

7月 27 日（水） 第86回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

7月 30 日（土） 三多摩のうたごえ合唱発表会 羽村ゆとろぎホール 

7月 31 日（日） みなとのうたごえ合唱発表会 青山中学校 

8月 01 日（月） 第5回四役会議 音楽センター会議室 

8月 04 日（木） ～9日（火）原水爆禁止世界大会 広島・長崎 

8月 09 日（火） 歌声喫茶 くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

8月 15 日（月） 第29回狛江うたごえステーション 焼鳥「ミートステーション」 

 

 
★ ”うたごえらしい歌”の特質とは？  事業部よりお知らせ  

音楽センターから新しいシリーズ、「センターブックレットシリーズ」がリリース 

されました。 その第 1弾として「うたごえに生きる」。 

65周年企画で発売された CD・選ぶうたごえ名曲シリーズの５人の選者、 

守屋博之、檀上さわえ、木下そんき、山本忠生、浜島康弘の各氏がうたごえの 

歴史を中心に執筆。5枚の CDを聴きながらうたごえ６８年のレガシー部分を 

学んでください。ただし温故知新の後半部分は、シリーズ第 2弾に期待。 

 「知新」のうえに構築される「創新」を 2018年のうたごえ運動 70周年 

祭典へと向けて進めてゆきたいですね。         （事業部担当 斉藤一正） 


