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 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８月号 

★ 全国青年のうたごえ祭典 inTokyo 7/16(土)～18(月) 

国立オリンピック記念青少年総合センター、新宿角筈区民ホール                                          
東京での開催は 10 年ぶりの青年のうたごえ祭典は、1 日目の学習会・分科会、２日目の合唱発表会、

音楽会、３日目の青年合同練習会、合わせて 150 名が参加しました。祭典の様子は、うたごえ新聞 8/8

号にも掲載されておりますので、ぜひそちらもご覧ください。青年祭典の総括会議は 8/12 との事です

ので、感想やご意見などありましたら、東京のうたごえ事務局にもお寄せ下さい。 

★実行委員長から、お礼のメッセージ 

全国青年のうたごえ祭典開催にあたり、大変

お世話になり、ありがとうございました。 力強い

歓迎演奏、また演奏会準備や運営などもご協力

いただき、無事 3日間の祭典を終えるこが出来ま

した。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

実行委員長 春日孝行（調布狛江合唱団） 

★音楽会参加者からの感想 

○青年の応援を、と思っておりましたが、気がつく

と自分自身がノリノリで楽しんでいました。青年の

合唱発表会、若者たちのまっすぐさ、エネルギーに

圧倒されました。音楽会ではアコーディオン、朗読、

和太鼓、とても贅沢なゲストの発表に魅了されま

したが、やはり、青年合同の演奏はすごい。厚みの

ある「HEIWA の鐘」、ラストの「大地讃頌」もとても

良かったです。  

○全国の青年の合唱発表会は、本当に個性的な若者たちが多く、ユーモアあり、真面目に考えさせられ

るものあり、心温まるものありで、良く練習されている感じ。 

○東京のうたごえの歓迎演奏と、ぞうれっしゃ合同合唱団の舞台に参加させていただきました。青年た

ちが作った雰囲気にノセられて気持ち良く歌えた～。歌う表情がステキな人や、楽しいパフォーマンス、

こういう青年たちにまた会えるなら愛媛に行きたい！と、帰りがけに思わず祭典合唱曲集を買ってしまい

ました。旅費はどうするんじゃ？と思いながら…(^_^;) 

 

■合唱発表会において、「東京青年のうたごえ」が、全国合唱発表会交流の部に推薦されました。 
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 ★  都内各地の平和行進でうたごえが響きました。           

7月 23日 多摩市 

多摩市内の網の目行進は、

多摩新婦人コーラスも参加し、

コールと歌を交えながら歩き、

解散地点で「青い空は」を全員

合唱しました。 

（事務局長 大熊啓） 

7月21日・22日 

山梨→東京 檜原村甲武トンネル→村役場 

5月 8 日、北海道を出

発した平和行進の、山梨

から東京への引継ぎに、

参加しました。三多摩青

年合唱団の津川さんも

組合から旗を持って参加

していました。 

通し行進者の山田太枝さん。「参加してみて、国民

平和大行進が、奇跡のような凄い平和運動である

事を実感。日本という姿を改めて知ることができ

た。」海外のボランティア経験も豊富な山田さん、テ

ロや、またそれを武力で解決しようとする流れに大

きな怒りを訴えました。       （事務局長 大熊啓） 

7月2３日 

福生公園、西多摩コース終結集会 

 核兵器の廃絶を願って歩く平和行進の集会で

歌いました。会場の福生公園には羽村方面、あき

る野方面、瑞穂方面から行進してきた方たちが集

まりました。 3方面からの到着を三多摩うたごえ

協議会の仲間と歌でお出迎えしました。集会の最

後は全員合唱で｢青い空は｣を歌いました。 

（三多摩青年合唱団） 

7月 26日 埼玉→板橋区→北区 

 

 

 

 

 

 

13時 30分、板橋区見次公園で埼玉県からの行進

者を迎え、引き継ぎ式が行われ約60余名が参加しま

した。引き継ぎ式では各団体からの発言、最後に合唱

団北星の他、板橋区で活動するうたこえの仲間と会

場の参加者全員で「青い空は」を合唱しました。行進

ではポツポツと振りだした雨の中、民族歌舞団「荒馬

座」を先頭に太鼓の音に合わせて「原発いらない」「憲

法守れ」とコールを行い、北区中央公園までを元気に

行進しました。         （合唱団北星   山崎慶晴） 

7月 26日 千葉→東京 江戸川区 

通し行進者の木伏研一

さん「この行進の中で 18

人の被爆者とお話をして、

思いを託された。核兵器

廃絶の署名を、被爆者の

皆さんが「日本人口の半

分以上を集めよう」と言う

なら、私たちはどんな事を

しても集めなければ！」と、 

強く訴えました。 「いつもはみんな最後は疲れて

行進がダレてしまうけど、今回は歌があったので

最後まで元気だった ！」と、参加者から感想も。 

（事務局長 大熊啓） 

7月 24日 府中→調布→狛江 

調布狛江合唱団、狛

江ぞうれっしゃ合唱団な

どが参加。休憩地点では

「青い空は」「折り鶴」を

全員で合唱しました。 
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★7月20日東京都知事選 

「うたごえ」「日音協」統一宣伝行動                  

東京のうたごえ協議会と、日本音楽協議会（日

音協）東京都支部の共同で都知事選の宣伝行動

に取り組みました。選挙は残念な結果となりました

が、大切な行動となりました。日音協常任幹事の

坂口さんからのメッセージをご紹介します。 

都知事選を野党統一候補にまとめたことに敬意

を表し、音楽分野でも『日本のうたごえ』の方々と

『日音協』と一緒に歌いながら野党統一候補応援

の統一行動を行いました。立場・組織や、その他の

いろんな違いを、私たち自身が乗り越えなければ、

野党統一候補としての真っ当な都知事を私たちの

手で誕生させることはできないという思いでした。 

互いに知らない歌もうたい交わして、楽しい行動

でした。    日本音楽協議会常任幹事 坂口美日 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：日本音楽協議会…1964 年、全電通のうたごえ祭典

開催をめぐる混乱から、1965年にうたごえ運動から分裂

する形で発足した団体です。 

第４回 常任委員会報告 

第 4回常任委員会は 7月 11日に開催されました。 

全国青年のうたごえ祭典 in TOKYOに向けて、参加

状況とこれからの取り組み、当日の要員、歓迎演奏に

ついて話し合われました。 

7 月下旬以降、国民平和大行進が東京に入ってくる

のでその取り組みについて情報を募りました。国鉄うた

ごえ祭典、高齢者大会の取り組み状況の報告があり、

それぞれを成功させようと話し合われました。  

地域合唱発表会の講評委員配置、同時にサークル

の加盟、うたごえ新聞拡大の呼びかけについても担当

を決めました。 秋に開催の東京の合唱発表会に向け

ての話し合いも進んでいます。 

2018 年うたごえ 70 周年祭典に向けて、会場予約

の開始時期と会場の候補について報告と話し合いをし

ました。 2017 年に関東交流会が東京で開催、会場・

開催時期・企画について、話を進めています。 

うたごえ新聞の拡大とその方法について、自分の関

係するサークル団体が掲載されていると勧めやすいの

で、ぜひ記事を書いて送ろう！ 送稿活動を活発に！と話

し合いました。 

 

7月 28日 上野公園終結 

この日、足立区からの

東部コース、豊島区か

らの北部コース、世田

谷区からの西部コース

が、無事上野公園に集

結をしました。 

足立区の行進では、足立のうたごえが演奏し、北部はにんた

ま合唱部が歌って参加。西部コースでは初めて世田谷→目黒→

渋谷→新宿というコースが実現しました。新宿からは、車にうた

ごえが乗り込むことがおなじみになり、今年もコールや歌を響

かせました。                         （事務局長 大熊啓） 

 

7月 27日 北区→豊島区 

「出発の前に歌い

ましょ」と参加者から

の声があり、行進前

に「青い空は」を歌い

ました。 

車にはうたごえメンバー3人が乗り、コール

と歌で行進を盛り上げ、豊島区まで行進しま

した。解散地点では、まだ歌い足りない北区

のうたごえメンバーで「青い空は」「ビリーブ」

「ノーパサラン」を歌って解散しました。 

（北区ローズウェーブ 大橋真理子） 

夏季カンパのお願い 

東京のうたごえ運動をさらに活発にするため、

また専従者の生活資金として、皆さんの物心両面

でのご支援をよろしくお願いいたします。 

「歌って訴えに来なよ！」の声、待ってます。（熊） 
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東京のうたごえ合唱発表会は９月２４日・２５日開催です ！！ 

調布グリーンホール大ホールにて 

24日（土） 小編成の部→一般の部A→一般の部 B→交流の部 

25日（日） 職場の部→女性の部→オリジナルコンサート 

鑑賞チケットもあります（全日程共通）、ぜひお互いに聴きあい・学び合いましょう♪ 

 

 

 

 

 

 

 

♪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 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回うたごえステーション 焼鳥「ミートステーション」 

8月 16 日（火） 歌声喫茶 天笑楽とうたうべ さんせいホール 

8月 18 日（木） 国鉄祭典に向けた「砂川」練習会 多摩平交流センター集会室 

8月 20 日（土） 西南うたごえカフェ スタジオブーン 

8月 22 日（月） 第５回常任委員会 音楽センター会議室 

8月 23 日（火） 歌声喫茶 さんたま屋 さんせいホール 

8月 24 日（水） 第87回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

8月 25 日（木） 国鉄祭典に向けた「砂川」練習会 多摩平交流センター集会室 

8月 27 日（土） ・28日（日）国鉄のうたごえ祭典 in東京 多摩社会教育会館ホール 

8月 28 日（日） ・29（月）日本高齢者大会 国際フォーラムほか 

8月 29 日（月） 第6回四役会議 音楽センター会議室 

9月 03 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 04 日（日） 三多摩南部うたごえフェスティバル 調布グリーンホール小ホール 

9月 04 日（日） 南部音楽フェスティバル 大田区民センター 

9月 05 日（月） 第6回常任委員会 音楽センター会議室 

9月 06 日（火） 千代田合唱交流会 文京シビック小ホール 

9月 09 日（金） 中央区のうたごえ合唱発表会 未定 

9月 11 日（日） 新宿のうたごえ合唱発表会 牛込箪笥ホール 

9月 11 日（日） 東部のうたごえ祭典 曳舟文化センター 

 

★橋本のぶよさんＣＤ 「時代の風～音楽よありがとう～」 事業部よりお知らせ                                 

シンガーソングライター・橋本のぶよさんの音楽生活 40 周年記念

のＣＤ「時代の風～音楽よありがとう～」が 7月 31日に音楽センター

より発売になりました。（うた新 8/1号でも紹介されています） 

4 月 29 日に開催した記念コンサートの模様を中心に構成。注目は

タイトル曲の「時代の風」。あの１９７０年代、「気づかぬうちに 時代の風

が 夢を追い越して」行ったけど、「でもあきらない やがて来る 未来

を信じてる」と当時のエレキサウンド、リズムに乗った歌に、この４０～

50年が走馬灯のように蘇えらせてくれる新曲です。 

東京のうたごえ事業担当 斉藤一正 


