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♪主な活動 暑い夏でしたが、たくさんの活動報告が寄せられました。紙面を拡大しても載せきれず…。ご容赦！！ 
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 第５５回電通のうたごえ祭典で連帯の演奏                                      

５０名を超える東京のうたごえ連帯合唱団が実現しました。調狛合唱団 

郷土部“跳鼓舞”のお囃子で開幕、歯切れよく大井南部合唱団長のあい 

さつがあり、８月２３日「池辺晋一郎と歌う合唱団」練習会、３０日の職場の 

うたごえ練習を経て、当日１時間近い練習をして心意気を合わせて臨んだ 

本番は、轟会長の指揮で「人間の歌」、山田千賀子（北星）さんの沁みる 

ような独唱で始まり、鈴木勝雄・調狛合唱団団長の指揮での「アメージ 

ンググレース」、ギターと踊りをえての「歩いて行こう」の演奏は電通労働者を始め参加した多くの一般聴

衆に連帯と励ましの“うたごえ”となって届きました。 

惜しむらくはせっかくの立派な演奏だったので衣装を揃いの T シャツとか何か統一のあるものに出来

たらさらに引きたったのではとのお意見も戴きました。 

 納涼うた新まつり                                                          

 ８月16日、大井町「ＦＩＥＬＤ」にて、納涼うた新まつりを開催しました。 

今回は、船に乗って伊豆大島から読者の方が参加。また、ご近所でお寿司屋さんを営んでいる方

も飛び入りで参加し、１７名が集まりました。 

三輪編集長からは、主に、8/16 号、名古屋での取材話を主に「元朝鮮女子勤労挺身隊訴訟」

について。8/9 号に掲載、長崎祭典へ向けて「あの子」のドラマとして合唱団白樺三田律子さん

を取材してのお話を聞きました。  

  その後は食事をしながら、参加者のみなさんに、うた新につい 

 てや日頃の活動について一人ひとり語ってもらいました。時間の 

 関係で、歌を歌い交わす時間は少なかったのですが、大島から参 

 加の方のアコーディオンの伴奏で「知床旅情」を。フォークソン 

 グ大好きという飛び入り参加のお寿司屋さんに応えて「遠い世 

  界に」そして長崎祭典に向けて「一本のペンで」を歌いました。

 「うたごえを知りたい、思い切り声を出してうたいたい、新しい 

 歌に会いたい」と思って参加してくださった大島の方からは、「う

たごえ新聞がエネルギッシュなのは、みなさんのような、全国の歌いたくてたまらない人達がつ

くっているのだと納得しました。」という感想を、後日お手紙でいただきました。 

 そして、今回会場を提供していただいたＦＩＥＬＤで、定期的にうたごえ酒場を開催している、

南部合唱団からは「南部で読者のつどいを開きたいと思っている」という話をお聞きしました。  

ぜひ次は、みなさんの地域で、サークルで、うた新まつりを開催しませんか？ 

写真提供はうたごえ新聞社 

 

写真提供はうたごえ新聞社 
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 ♪ 地域合唱発表会  ♪ 
 

千代田合唱交流会                      

８月２５日（水）夜千代田合唱交流会が文京

シビック小ホールで開催されました。今年は

「ゴッド・ベアーズ」という新た団体が増え１６

団体１７６名の参加でした。 

「千代田を制するものは全国を制する。」と

いう言葉があり国鉄東京合唱団、ぜいむ合

唱団はじめ戦国乱世の様な状況で多彩な内

容の発表が行われました。 

また、サークル交流として各団体のプロフィー

ルをプログラムに掲載し発表前近況報告を行

ったり、全員合唱で「歩いて行こう」「ねがい」

を歌いました。 

（通産混声コーラス 神喰重夫）

みなと合唱交流会                          

 残暑厳しき折というより、猛暑真っ最中の８月22日の

昼下がり、田町リーブラでみなとブロックの合唱交流会

を開催しました。今年は常連のみなとぞうれっしゃ合唱

団と港湾合唱団が参加しないため、４団体というちょっ

とさびしい交流会でしたが、しかしその分、参加団体も

力をいれたハイレベルなものでした。 

 みなと合唱団は、オリジナル編曲で核廃絶への力強い

意気込みを歌った「折り鶴」と、創作曲「元気かい？」（っ

て聞かれりゃ「長崎に向かって『元気だよ～』と応える」。

港新婦人コスモスコーラスは朝ドラ「だんだん」のテーマ

「いのちのうた」と、女声コーラスの特徴を目一杯生かし

た「お祭マンボ」。この２団体が９月１２日の東京の合唱発

表会に参加します。選外となったみなとブラックスは６

年ぶりの参加。全国創作合宿 2010 で作詞された

「World Without War」を演奏。みなとからはこの曲と前

述の「元気かい」で東京のオリジナルコンサートにも参

加します。 

東部のうたごえ合唱発表会～７月２５日（日）                                              

 ７月２５日、小松川さくらホールで行なわれた２０１０年東部のうたごえ合唱発表会には、昨年より４団体多い１５

団体、２２０名を超える仲間が参加して、暑さに負けず、元気いっぱいに演奏し、豊かに学び合いました。 

 「新しい団員や若い仲間を迎えた」「音楽会やコンサートを成功させた」「初めてのうたう会を成功させ、２

回目に向けて準備を始めている」「今年も新しい創作曲で臨んでいる」「地域で多くの演奏活動をしている」

等、力強いサークル紹介がたくさん聞かれ、大きな展望を示してくれました。また、「仲間と一緒に歌うことの

楽しさ」「ハーモニーを作り上げていくことの難しさや喜び」を大切にして地道に活動を続けているサークルの

演奏もみんなの心を温めてくれました。そして何より、初参加の「全印総連ちれんず」「足立新婦人小組こも

れび＆六木」の皆さんの初々しい演奏は、地域で活動しているサークルが一同に会して演奏を交流し合うこと

の意味を、改めて教えてくれました。 

 各サークル・合唱団の活動が豊かに充実することと相まって、講評委員の方々からも「お世辞なし」で語られ

たように演奏の質も高まって来ているという声が参加した多くの仲間から聞かれました。そして、「もっとこう

してみよう…」という目当てを見いだした方も多かったのではないかと思います。 

 今年も、合唱発表の他に会場のみんなで楽しく歌い交わしながら、思いをつなぐことができました。第２部

では、５月にニューヨークで開かれたＮＰＴ国際会議に合わせて、うたごえで核兵器廃絶の願いをアピールする

代表団に参加した仲間の報告を聞くことができました。「うたは言葉や国境の壁を超えて、思いを通わせてく

れる」。うたごえの持っている力や本当の平和を求める世界の流れや可能性を噛みしめながら、会場全員で

歌った「青い空は」が、胸に深くしみました。          

 元気いっぱいに演奏し、心を結んでともに歌い、豊かに学び合った２０１０東部のうたごえ合唱発表会。来年は

もっと多くの仲間で迎えることを期して、それぞれの地域や職場でうたごえの輪をひろげて行きましょう。     

（合唱団ＴＯＳＥＩ 佐宗弘雄）
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 8月16日、第5回常任委員会が17人の参加

で行われました。この日は、常任委員会の前の

時間帯で「がんばろうフェスタ実行委員会」も行

ったため、会議の時間はやや短くなりました。議

題は、地域合唱発表会など、この間の活動のま

とめ。当面の取り組みとして、日本のうたごえ祭

典 in 長崎や、合唱発表会について、うた新拡大

キャンペーン、その他連帯活動に向けてでした。 

この間の取り組みについては１面でも報告して

います。日本のうたごえ祭典 in 長崎に向けては、

賛同金が超過達成したものの、地域のばらつき

は大きく、全体の取り組みになっていないこと

が総括され、達成後も「浅く広く」多くのサーク

ルが賛同金に取り組もうと確認しました。祭典

練習会については、右のお知らせをご覧下さい。 

合唱発表会に向けては、講評委員の人選と、

次年度へ向けた会場取りの準備について話し

合いました。また、地域合唱発表会の経験を踏

まえながら、今年初めて設けた「交流枠」を含め、

推薦のあり方について論議を深めました。うた

新拡大千羽鶴キャンペーンについては、翌日開

催の「納涼うた新まつり」の参加が改めて呼び

かけられました。 

連帯活動としては、９月５日の電通のうたごえ

祭典 IN 東京の歓迎演奏に向けての取り組みな

どが呼びかけられました。 

 

 

 

 

 

 

東京のうたごえ協議会 第四回常任委員会報告 2010年日本のうたごえ祭典長崎に向けて 

★ 合同練習会のお知らせ ★ 

１０月３日（日） 北区・中央公園文化センター 

第１・第２視聴覚室にて 

 丸１日がかりの合同練習会、参加費は無料です。 

 練習スケジュール 

 11：00～ 職場合同（第１視聴覚室） 

  「仲間の歌」 「人間の歌」 

   「この勝利ひびけとどろけ」 

～昼食休憩～ 

 13：00～ 女性合同（第１視聴覚室） 

     指導：高橋一美さん 

  「五月のうた・花をおくろう」 

  「アンジェラスの鐘」 

          男声合同（第２視聴覚室） 

     指導：共田鍾貴さん 

  「うた/春を夢見た労働者にささげるうた」 

  「ともに行こうわれらこの道を」 

 14：30～ 全国合同（第１視聴覚室） 

     指導：渡辺享則さん 

  「青い地球を」 「木を植える」 

  「平和の鐘を鳴らそう」 

  「一本のペンで」 

 16：30～ 青年合同（第１視聴覚室） 

     指導：共田鍾貴さん 

  「世界がひとつになるまで」 

  「歩いて行こう」 

♪長崎祭典楽譜集「一本のペンで」をお持ち下さい。

当日会場でも販売いたします。 

＜アクセス＞ 

ＪＲ京浜東北線「王子」駅北口６番バス乗り場、 

またはＪＲ埼京線「板橋」駅東口バス乗り場より国

際興業バス「王22 王子駅～帝都病院～板橋駅」に

て「中央公園」下車 

※王子駅からはバスで５分、 

  板橋駅からはバスで１２分程度です。 

 ※バスは２０分間隔で運行しています。 

 ※徒歩の場合、王子・板橋・十条駅より 

  それぞれ１５分～２０分程度です。※左地図参照。 
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♪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） 

9月 12 日（土）  東京のうたごえ合唱発表会 板橋文化会館大・小ホール 

9月 14 日（火） 第４回企画制作部会 音楽センター会議室 

9月 17 日（金） 第１回教育部会 音楽センター会議室 

9月 18 日（土） 全国保育のうたごえ交流会 小松川さくらホール 

9月 22 日（水） 第１６回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

9月 23 日（木）～26日（日）東京・平和と交流のテーマパーク 都内各所 

9月 25 日（土） 合唱団白樺60周年音楽会 東京文化会館大ホール 

9月 26 日（日） みんなとピースサンデー 麻布区民センターホール 

9月 26 日（日） 第３７回指揮考座 音楽センター地下ホール 

9月 28 日（火） 関東ブロック会議 音楽センター会議室 

10月 03 日（日） 祭典合同練習会 北区中央公園文化センター 

10月 04 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 

10月 04 日（月） 第７回常任委員会 音楽センター会議室 

10月 12 日（火）池辺晋一郎とうたう合唱団練習会 港区男女平等会館リーブラ 

10月 15 日（金）～17日（日）2010年日本のうたごえ祭典 in長崎 

10月 19 日（火） 東京革新懇のつどい（池辺晋一郎氏を招いて） 中野ゼロホール 

♪ ニュースありがとう ♪ 

今月は、男声合唱団うでまくらより「うでま

くら」第７号、南部合唱団より「なんぶ」ＮＯ．

７５１、752 中央合唱団より「たいまつ」、わり

かんうたう会より「わりかんうたう会」

No.275、三多摩うたごえ協議会より「あん

だんて」No.6、7、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.6、7

をいただきました。 

みなさんからの通信、お待ちしております。 

 
団体・平和団体の活動交流イベントが 9/23～26 をメ

イン期間として行なわれます。この日程を中心とした８月

～１２月の期間に書く団体が独自に企画するイベントを盛

り込んだ「テーマパークパスポート」が、1.000 円で販売さ

れています。このパスポートを提示することにより、様々

なイベントに「お得」に参加することができるのですが、東

京のうたごえ合唱発表会とオリジナルコンサートでは、

「鑑賞のみ」の方に限り、鑑賞券がなくても、このパスポ

ートで無料参加ができます。（演奏に参加される方は、合

唱発表会の参加チケットが必要です）他にも沢山のイベ

ントの参加が無料になったり、割引になったりしますの

で、「鑑賞のみ」の方も、演奏に参加する方も、ぜひお求

めください。東京のうたごえ協議会でもパスポートを取り

扱っております。ご興味のある方はお問合せを。 

「東京・平和と交流のテーマパーク」 

ＨＰは http://peace-park.main.jp/index.html 

9 月２３日（木・祝） 

ロシアの歌と共に学ぶロシア文化 

時 間：19：００～21:00 

参加費：1000円 （パスポート持参は半額） 

場 所：音楽センター地下ホール 

歌手でロシア文学研究家の山之内 

重美さんを囲んで、ロシアの歌を聴 

きながら、時には一緒に口ずさみな 

がら、ロシアの文化を学びましょう。 

お問い合わせは 

  東京のうたごえ協議会まで 


