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6/28、2010年度第一回東京のうたごえサークル代表者会議が行われ、３３団体から４７人が参加しました。 

公開練習で、関東で連帯して・・・祭典に向けて工夫あれこれ 

長崎祭典に向けて、賛同金や祭典歌集の普及について、まだまだ取り組 

みが遅れていることがあげられ、歌集については、祭典への参加・不参加 

に関わらず、ぜひ活用して普及して欲しいとの訴えもありました。 

祭典に向けた練習会については、女性のうたごえ 

合同練習会の様子が語られた他、関東規模で練習に 

取り組んでいる高齢者のうたごえ、祭典歌集を活用 

しようと、祭典曲の公開練習を企画している合唱団 

しじゅうから、祭典合同曲を団の演奏会で合同演奏 

として取り組んだ合唱団北星の取り組みなどが報告されました。 

合唱発表会のあり方についても、意見交流 

合唱発表会については、地区合発での「交流推薦枠」の試験導入、オリジナルコンサートとの同日開催、２会場で 

の並行開催、本番とリハーサルの同時進行、推薦団体の当日発表など、今年度の運営について新しい試みが沢山提案 

されました。また、地区合発の取り組みの報告も活発にされ、「アルバイトの人にもチラシを渡して参加を呼びかけて 

いる」という千代田や、「今年は２０団体以上でやろうと実行委員会で話している」という三多摩など、どの地域も新 

しい団体を増やそうとしている様子が伝わりました。特に南部地域や三多摩南部地域での、和太鼓サークルなど合唱 

以外の団体にも声をかけ、フェスティバルとして取り組んでいるという報告は、参加を広げる上で参考になります。他の地域でも講

評をしている間の時間の使い方について、ゲスト演奏や祭典合同の練習、うたう会など、様々な経験が交流されました。 

うたごえ新聞、活かしてますか？うた新拡大だけでなく、紙面についても感想、提案・・・。 

うたごえ新聞拡大キャンペーンについては、「まだ運動を知らない人にとって、うたごえ新聞は難しいらしく、すぐに離れてしまっ

た」という経験に対して、絹の道合唱団からは「研究生の教材としてうたごえ新聞を活用しているが、運動を教えるにはとても良い 

教材、自分でも学ぶことが多い、団の柱として、みんなで読んでみると良いのでは」という意 

見が出されました。また、調布狛江合唱団のうた新担当者からは「うたごえ新聞という名だが 

幅広い新聞と思っている。音楽に興味があるのなら興味を引く新聞」という感想が出され、そ 

の他にも拡大の成果などが報告される中で、まだ拡大には結びついていないものの、ぞうれっ 

しゃ合同練習の会場に必ず、ぞうれっしゃ関係の記事を赤ペンで囲ってうたごえ新聞を掲示し 

ているという新婦人練馬コーラスミールの報告が特徴的でした。 

がんばろうフェスタ2011に向けても、前回の感想や、次回への期待が語り合われ、これら 

の意見を参考に、8月から実行委員会を立ち上げて準備が始まります。2010年後半も、東京のうたごえとして共同しての取り組み

が次々と続きます。大変さもありますが、みんなの力を合わせるのが楽しみ！！頑張っていきましょう！！ 

合唱発表会日程 

7/25 東部 小松川さくらホール 

7/31 新宿 四谷区民ホール 

8/1 北部 成増アクトホール 

8/22 みなと 港区リーブラ 

 南部 大田区民センター 

8/6 中央区 築地社会教育会館 

8/25 千代田 文京ｼﾋﾞｯｸ小ﾎｰﾙ 

8/29 三多摩 羽村ゆとろぎﾎｰﾙ 

地区合唱発表会はじまる 

 東京 10 地区で開催される地区合唱発表会が 7/17 の三多摩南部地域を皮切りにスタートし

ました。三多摩南部地域は合唱・小編成11団体と、郷土5団体の合わせて 

16団体が参加。今年は小編成の部に、例年参加している郷土サークルのメン 

バーが歌って参加するなど、新しい動きが出ています。東京のうたごえ合唱発 

表会には５団体が推薦され、１団体が「交流枠」として推薦されました。 

 7/19の西部地域には13団体が参加。新たに「杉並９条の歌合唱団」が初参加、交流枠での推

薦となった他、６団体が推薦されました。講評の間には「歩いて行こう」のシングアウトや、祭典

普及曲「一本のペンで」の歌唱指導もあり、祭典参加への思いを高めました。 



 

7 月 12日、第４回常任委員会が14人の参加で行われました。 

この日の議題は、この間の活動のまとめ。当面の取り組みとして、

合唱発表会、日本のうたごえ祭典 in長崎、うた新拡大キャンペーン、

そして 2011 年のがんばろうフェスタに向けてと、2018 年を見据え

た中長期プランの提案、その他連帯活動に向けてでした。 

取り組みのまとめのサークル代表者会議については、１面の報告

にて。日本のうたごえ祭典 in 長崎に向けては、地域によって賛同金

の取り組みに遅れがあり、全体としてまだ目標未達成であり、早期

目標達成を再度確認しました。また、祭典に向けた合同練習会は、

現在 10/3（日）が予定されていますが、祭典参加組織から考えても、

それだけでは少ないという教育部からの提案を受けて、9/27（月）

に追加で練習会を計画することにしました。 

合唱発表会に向けては、地区合発の運営について、同時開催の

オリジナルコンサート参加要綱、そして都合発の予算（第一次案）な

どが提案されました。うた新拡大については、それぞれの拡大の取

り組みが交流され、また、各分局うた新担当者慰労も兼ねた「納涼

うた新まつり」の開催が提起され、8/17（火）準備を進めています。 

新春がんばろうフェスタ2011（仮称）について、2011年１月23日

（日）に、目黒区民ホール（412 席）を押さえることができました。準

備については、前回同様実行委員会形式で行なうことを確認し、

8/16（月）を第1回実行委員会としました。（今後の予定参照） 

 2018年（うたごえ70周年）を見据えた中長期プランについて、四

役より提案があり、これをさらに深めるために、12 月の常任委員会

を合宿で取り組むことが確認されました（12/11・12）。 

♪ ニュースありがとう ♪ 

今月は、中央合唱団より「たいまつ」、合唱

団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер6、三多摩うた

ごえ協議会より「あんだんて」No.1～5、女性

のうたごえ東京連絡会より「連絡会ニュース」、

男声合唱団うでまくらより「うでまくら」第 6

号、電通のうたごえ祭典 in 東京実行委員会

より「祭典ニュース」No.5 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♪ 

 

第 1回 みなと合唱団（みなとブロック） 

 7月 17日、港区内のデイ 

サービス“みたて”にて、全１６ 

曲 1時間のうたう会ボラン 

ティア活動を行いました。 

 当日の利用者さんは２６名、 

今回は夏祭り盆踊り大会を 

楽しんでもらおうと、「東京音頭」「炭坑節」を団員が歌って踊る

と、利用者さんは座ったまま踊ってくれました。 

 みなと合唱団の十八番「どっこいしょ節」を歌うと大喜び、アン

コールもあり、大変盛り上がった会になりました。 

 “歌”を求めている人が沢山いることを大切にしたいものです。 

 （指田 久雄） 

創立  1989年 8月 指導者 高橋 一美 

現在団員数 ２７人  団費 月 3.000円 

練習日 毎月第２火曜日、第４水曜日 港区立御成門中学校にて 

♪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 24 日（土） 反核平和マラソン／都内各所→代々木公園 

7月 25 日（日） 東部のうたごえ合唱発表会／小松川さくらホール 

7月 26 日（月） 池辺さんと歌う合唱団練習／音楽センター地下ホール 

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 31 日（土） 新宿合唱発表会／四谷区民ホール 

7月 31 日（土）・8月1日（日）憲法フォークジャンボリーin東京／R'ｓアートコート 

8月 01 日（日） 北部のうたごえフェスティバル／成増アクトホール 

8月 02 日（月） 合唱団しじゅうから・祭典合同公開練習会／新宿区中落合児童館 

8月 02 日（月） 第３回企画制作部会／音楽センター会議室 

8月 03 日（火） 第５回四役会議／東京のうたごえ協議会事務所 

8月 04 日（水）～09日（月）原水爆禁止世界大会／広島・長崎 

8月 05 日（木） 芹洋子と歌おううたごえ喫茶／東武ホテルレバント東京 

8月 06 日（金） 中央区合唱発表会／築地社会教育会館 

8月 16 日（月） 第５回常任・第１回がんばろうﾌｪｽﾀ実行委員会／ｾﾝﾀ-地下ﾎｰﾙ 

8 月 17 日（火） 納涼うた新まつり／大井町「ＦＩＥＬＤ」 

8月 22 日（日） みなと合唱発表会 ／港区男女平等会館リーブラ 

8月 22 日（日） 南部のうたごえ合唱発表会／大田区民ホール 

8月 23 日（月） 第１３回うたごえステーション／焼き鳥「ミートステーション」 

8月 23 日（月） 池辺さんと歌う合唱団練習／音楽センター地下ホール 

8月 25 日（水） 第１５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（水） 千代田区合唱交流会／文京シビック小ホール 

8月 28 日（土） 女性のうたごえ合同練習会／文京男女平等センター  

8月 29 日（日） 三多摩合唱発表会／羽村市ゆとろぎホール 

8月 29 日（日） 自治体のうたごえ交流会／滝野川会館ホール 

8月 31 日（火） 都合発出演代表者会議／音楽センター地下ホール 

東京のうたごえ協議会 第三回常任委員会の報告 

☆ 東京革新懇 講演と音楽のつどい ☆ 

♪池辺晋一郎さんと歌う合唱団 

池辺先生指導のレッスン日、会場決まる！！ 

10月12日（火） 港区男女平等センター「リーブラ」にて 

                19時より（ＪＲ田町より徒歩2分） 

 2008 年の日本のうたごえ 60 周年祭典に向けた 1000 人

実行委員会のつどいを行った会場で、その時完成したばかり

の「私たちが進みつづける理由」を、池辺先生の指揮で練習

した会場でもあります。「私たちが・・・」を歌うのに、これ以上

ふさわしい会場はありませんね！ ぜひ誘い合ってのご参加を！ 

サークル紹介＆最新れぽぉと♪ 

♪祭典練習会のお知らせ 

第２回女性のうたごえ合同練習会 

８月２８日（土）13:00～ 

指導：古野千鶴子さん（祭典の本番指揮者） 

ピアノ：澤山早苗さん 

曲目： 『アンジェラスの鐘』 

『五月のうた・花をおくろう』 

参加費：1000円 楽譜は祭典歌集(1200円）を

お持ちください。当日会場で販売もいたします。 

祭典合同練習会（東京のうたごえ主催） 

  9月27日（月）19：00～ 音楽ｾﾝﾀｰ地下ﾎｰﾙ 

曲目「一本のペンで」「平和の鐘を鳴らそう」 


