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♪ 主な活動報告  皆さんお元気に、歌い、そして活動に励んでいることと思います。 体調に気を付けてますますのご活躍を！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

◆ 6月21日(月) 池辺晋一郎さんと歌う合唱団練習会

若い人も参加して広がりの見えた、第１回練習会！ 

 東京革新懇主催「講演と音楽のつどい」池辺晋一郎さんと歌う合唱団

の第１回練習会が開かれました。 

 ６時半開始なのですが６時位から参加者がやって来て、楽譜はどれが良

いかと４種類もあるので選んでいました。と云うのも今回うたう「アメー

ジンググレイス」「私たちが進みつづける理由」は私たち“うたごえ”の中

で歌っている人たちは何度か歌ったことがある方も少なくありません

が、この日は、東京革新懇の誘いで参加された方や、インターネットで見

つけて参加された方、「しんぶん赤旗」の記事を見て参加された方など若

い方も数人いて１０名程が初参加と、新しい広がりとなったのは大変うれ

しい第１回練習会でした。 

 ５０名を超える参加者となりまし 

た。初見の方には駈け足な感じ 

で大変だったかと思いましたが、 

杉森さんの的確なリードで、パート 

部分の確認も交えて全曲を通す 

事が出来、２曲の全体と魅力は 

感じていただけたと思いました。その事がこれからの励みになると思い

ます。 

 一昨年の東京祭典の感動がよみがえってきたりもありますが、懐かしん

で歌うのでなく今の問題提起として歌いあげたいと思いました。 

制作企画責任者 外山靖雄 

 ※次回の練習会は７月26日（月）19:00～ 音楽センター 

◆ 5月 15日（土） 

みなと合唱団20周年コンサート・絆・今この時を 

20周年コンサート、みんなの力で成功！ 

1 年の準備をかけ開かれたコンサート、230 人の入場者で、

ほぼ満席の状態で本番を迎えることができました。チケットも

400 枚あまり広げ、みなとの団員の付き合いの広さを垣間見

たようでもあります。 

演奏の方は、第１部から手拍子も入り観客も結構ノリが良

く、第２部では振付などもほとんどの人がやってくれて、会場

と一体となった舞台になったと思います。これからも平和な

日々が来て世界中の人たちと手をつなぎあえるまで、みなと

合唱団は歌うことをやめないだろう！  （団長 五十嵐秀昭） 

みなと合唱団ニュース「ハーモニー」No.263より一部抜粋

◆ 6月 13日（日）東京指揮考座 

毎月一回、音楽センター地下ホールで練習をしています。 

課題曲は、コンコーネ５０番の No 1 、 2 、 3 、 4 、 10 、 

12 、16 とソナチネアルバムⅠのウェーバーのピアノﾉ変奏曲

（テーマのみ）。その後はベートーヴェン第５交響曲２楽章と進

みます。課題曲のほか、希望者は自由曲を練習します。 

 初心者、ベテラン、どなたも 

大歓迎。また、見学（歌い手）も 

大歓迎です。どうぞ、お気軽に 

お寄りください。 

次回は7/19（日）17時～ 

◆ 日本のうたごえ祭典 in長崎へ向けての練習会 

♪ 6月 13日（日）  

女性のうたごえ合同練習会 

およそ６０名の参加で長崎祭典女性合同

曲の練習。  

次回は、８月 28 日（土）13 時～、長崎から

古野千鶴子さんをお迎えして練習。 

♪ 6月 21日（月） 

合唱団しじゅうから合同練習会。 

この日は30名の参加で、「木を植え 

よう」の音取りを中心に練習。 

お気軽にご参加ください。お待ちし 

ています。 

次回練習は７月5日（月）19時～、新宿中落合児童館 

◆ 5月 20日（木） 南部合唱団音楽会「生きる」 

楽しく旺盛にうたごえを広めよう 

 当日はほぼ満席のお客様をお迎えし、大きく成功させること

ができました。「生きる」と題し取り組んだ音楽会でしたが、第１

部では平和の思いを、そして第２部では「生きる」上で励ましに

なる歌を届けることが出来たのではと自負しています。被爆

65 年の今年、南部地域から生まれた歌「原爆を許すまじ」を

是非とも歌わねばと思いました。そして今の現状の中で「生き

る」ことそのものである「私たちが進みつづける理由」は、会

場の聴衆の皆さんと思いを共有できたのではないかと思って

います。まだまだ拙い点は多々ありましたが、この音楽会を力

にして、益々南部地域にしっかりとうたごえを響かせてゆきた

いと思います。  （団長 大井かつ江） 

南部合唱団機関紙「なんぶ」No.750より一部抜粋



 

6 月 14日、第三回常任委員会が20人の参加で行われました。 

この日の議題は、5/17の事業フォーラム、5/25のうた新まつりin

築地など、この間の活動のまとめ。当面の取り組みとしてサークル

代表者会議に向けてと、合唱発表会の準備。日本のうたごえ祭典

in 長崎に向けて。うた新拡大キャンペーンについて。その他連帯活

動に向けてでした。 

取り組みのまとめとしては、事業フォーラムは新しい取り組みでし

たが、参加者が少なかった事、うた新まつりは、読者拡大運動の盛

り上がりが作れなかった事が反省点として出されました。一方で、取

り組みそのものは良いことで、次回が期待されました。また、この間

行なわれた全国青年大集会や関東交流会、女性のうたごえ練習

会なども、それぞれ報告がされました。 

当面の取り組みとして、サークル代表者会議の出席状況や、当日

の運営体制などを論議したほか、合唱発表会に向けては、開催の仕

方についてと、地区合唱発表会をさらに盛り上げるための新しい試

みなどが提起されました。これについては、サークル代表者会議で

も提案し、論議したいと思います。 

日本のうたごえ祭典 in 長崎に向けては、賛同金の取り組み状況

について各地域から報告をしてもらったほか、合同練習について論

議をしました。 

うたごえ新聞拡大については、全国協議会より新たに「うたごえ新

聞拡大千羽鶴キャンペーン」が提起されたのを受けて、東京全体の

目標を話し合い、各地域に持ち帰ってもらい、サークルごとの目標を

出し合ってきてもらうこととなりました。また、拡大を推進する上で、

プロジェクトＹ（拡大本部）の体制を厚くすることも確認しました。こ

の日の拡大報告は５人！早速５羽の折り鶴を作りました。 

 連帯活動としては、9/23～26 にかけて開催される、東京

の民主団体の交流イベント「平和と交流のテーマパーク」

についての提案があった他、産別祭典やその他の取り組

みついて論議しました。 

 また、事業部より、音楽センター会館地下ホールを活用し

た企画の提案も出されました。 

♪ ニュースありがとう ♪ 

 今月は、みなと合唱団より「ハーモニー」No.263、合唱団

白樺より「БЕРЁЗКА」Номер5、南部合唱団より「なんぶ」

No.750、わりかんうたう会より「わりかん」No.274、にんた

ま合唱部より「にんたま合唱部よりこんにちは」Vol.10 を

いただきました。みなさんからの通信、お待ちしています♪ 

東京のうたごえ協議会 第三回常任委員会の報告 

♪合唱発表会日程表 

うたごえのサークル・合唱団が地域ごとに一年の成果を発表し

合う場です。聴き会って交流をしましょう。 

それぞれに定めたチケット代が必要です。 

 

・ 7月17日（土） 三多摩南部うたごえフェスティバル 

   18：30～ 調布グリーンホール（小ホール） 

・ 7月19日（日） 西部合唱発表会 

13：00～ 代々木八幡区民館 

・ 7月25日（日） 東部合唱発表会 

13：00～ 江戸川区小松川さくらホール 

・ 7月31日（土） 新宿合唱発表会 

13：00～ 新宿区四谷区民ホール 

・ 8月 1日（日） 北部合唱発表会 

13：00～ 成増アクトホール 

・ 8月6日（金）  中央区合唱発表会 

夜、会場未定 

・ 8月22日（日） 南部合唱発表会 

13：00～ 大田区民センター 

・ 8月22日（日） 港区合唱発表会 

14：00～ 港区リーブラ 

・ 8月25日（水） 千代田合唱交流会 

18：30～ 文京シビックホール 

・ 8月29日（日） 三多摩合唱発表会 

12：00～ 羽村市「ゆとろぎ」大ホール 

6～７月の予定  （みなさんのサークル・団体の予定をおしらせください。） 

・ 6月26日（土）～28日（日）全国青年のうたごえ祭典 in愛知 

・ 6月28日（月）東京のうたごえサークル代表者会議 

・ 6月31日（火） 都合唱発表会出演代表者会議/音楽センター地下ホール 

・ 7月5日（月） 合唱団しじゅうから祭典合同練習会/新宿区中落合児童館

・ 7月5日（月）  第４回四役会議／音楽センター会議室 

・ 7月8日（木） プロジェクト Y会議／音楽センター会議室 

・ 7月9日（金）  教育部・企画制作部合同部会／音楽センター会議室 

・ 7月12日（月） 第４回常任委員会／音楽センター会議室 

・ 7月15日（木） 第４回事務局会議／東京のうたごえ協議会事務所 

・ 7月17日（土） 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

・ 7月19日（月） 西部合唱発表会／代々木八幡区民館 

・ 7月19日（月） 第 36回東京指揮考座／音楽センターホール 

・ 7月21日（水） 事業部会/音楽センター会議室 

・ 7月25日（日） 東部合唱発表会／江戸川区小松川さくらホール 

・ 7月26日（月） 池辺さんとうたう合唱団練習会／音楽センター 

・ 7月28日（水） 第１４回狛江みんなのうたごえ広場／狛江みんなの広場 

・ 7月29日（木） 国民平和大行進 北海道→東京コース最終日／上野公園

・ 7月31日（土） 新宿合唱発表会／新宿四谷区民ホール 

・ 7月31日（土）・8月1日（日）憲法ﾌｫｰｸｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ／労音会館R’s ｱｰﾄｺｰﾄ 
※ 以下次号。 地域の合唱発表会については上をご覧ください。 

・ 9月 12日（日） 東京の合唱発表会 ／板橋文化会館  

★ うたごえ新聞拡大千羽鶴キャンペーン 

読者一人拡大ごとに 1 羽の折り鶴を折って、長崎祭典

に届けます。さあ、東京では何人拡大して、何羽の鶴を折

れるかな？ 張り切って読者を広めましょう！！ 

キャンペーンの成功を目指して、東京うた新拡大推進

本部・プロジェクト Yでは新メンバーを大募集中です。 

次回プロジェクトは 7月8日音楽センターにて。お気軽

にお寄りください。 


