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♪主な活動 急激な気温の変化、体調を崩していませんか？ これから大きなイベントが続きます。健康第一に ！！ 

東京のうたごえ合唱発表会（9/12 板橋文化会館） 
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2010年９月号 

 今年は２会場並行、オリジナルコンサートも同日開催で取り組み、

76団体が演奏。歌い手、観客、スタッフ、合わせて1100人の参加で

日頃の活動の成果を交流しました。「交流推薦枠」の試験導入や、

部門ごとの「合同合唱」など、新しい試みも多かった今回。もちろん

反省も多くありますので、来年に活かしたいと思います。 

写真で少しだけ様子を紹介。 

2011年は10月2日(日)板橋文化会館で開催！

↑若いパワーがはじけた「絹の道合唱団第１６期研究生」（交流の部） 

 

突如会場に現れたのはなんと貧乏神！ 

社会情勢を盛り込んだ創作曲を演奏する 

「中央合唱団」（オリジナル・コンサート）→ 

全国合唱発表会への推薦団体 

一般の部 絹の道合唱団 

三多摩青年合唱団 

南部合唱団、合唱団白樺 

合唱団この灯 

準推薦 中央合唱団記念合唱団 

中央合唱団 

東京紫金草合唱団 

うたごえサークル青梅麦笛 

女性の部 睦の会 

新婦人中央支部エーデルワイス 

あじさいコーラス 

準推薦 三多摩女声「宇宙」 

東村山・東大和新婦人コーラス 

文京新婦人ｺｰﾗｽあしたば 

職場の部 国鉄東京合唱団 

東部保母合同 

三多摩教職員合唱団 

ぜいむ合唱団、むらさき式部

準推薦 女声コーラスかりん 

通産混声コーラス 

国立国会図書館うたう会 

足立保母つくしんぼｻｰｸﾙ 

小編成の部 国鉄東京合唱団ぴゅあ� 

男性コーラス「ヤローズ」 

HiMAGiN 

準推薦 ＯＨ！嬢ず、ＯＨ！ジーンズ

交流の部 ともしび合唱団 

石播労働者合唱団 

チャレンジャーず 

あんさんぶるガイア 

みなと合唱団 

準推薦 絹の道合唱団第16期研究生 
↑共感を誘う歌詞と、ユーモアあふれる振付や演出で会場を沸かせた

「チャレンジャーず」（交流の部、オリジナル・コンサート） 
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 私たちのサークルは経済産業省の現役・ＯＢが主

な会員ですが、どなたでも参加出来ます。 

  経済産業省別館地下一階にある多目的室で声

楽家の福田由美子先生指導の下、練習をしていま

す。現役組は大変仕事が忙しく、毎月第２・第４木曜

夜の練習になかなか駆けつけられませんが、日本

のうたごえ祭典の合唱発表会「職場の部」に参加す

ることも目標の一つに頑張っています。（出来れば

入賞に漕ぎ着けたい？） 

 ロシア歌曲・日本のうた・歌謡曲の合唱アレンジ

等、ジャンルを問わず色々な曲を歌ってきました。歌

を歌う事は健康にも良く、練習を重ねて歌が上手く

なった様に感じます（大いなる勘違いもしれません

が？）。皆さんも沢山歌い交わしましょう！ 

      （通産混声コーラス 神喰重夫）

サークル紹介 通産混声コーラス 

今年の出演団体の演奏について、講評委員のみなさんの意見をまとめたものをご紹介します。 

■選曲については、もちろん長く歌い継がれてきた歌には、沢山いい曲がありますが、いままでの経験にと

らわれず、もっと幅広く新しいものにも挑戦して、いろんな曲を勉強してほしい。 

中には、新しいアレンジでの演奏で歌い込まれていて、新鮮だったところもありました。 

■いわゆるクラッシックの曲に取り組んだ場合、その曲の深さに迫りきれていない場合が多い。 

 もっと力があるはずなのに、その曲の内容を出しきれていない。 

指揮者の力は、大きい。団と指揮者の相性もあるかもしれない。 

■曲全体の構成力はほしいが、まずは、しっかり声をだすこと。 

きれいにまとめようとしすぎかなと感じる演奏も多い。指揮に集中するのはもちろんだが、指揮者のむ

こうの聞き手に届ける姿勢を。その曲のどこを一番光らせたいかをよく感じてほしい。 

■全体に男性の支えがうまくいっている団体は、女性ものびのびと歌えている。 

■オリジナル曲での参加は、やはり興味深い。団員一人一人の思いが伝わってくる。 

■センチメンタルな表現が多い。直接的な言葉でなくても、もう一歩前に出て音楽の持つ力を身につけて。

■思いは全面にでてくるのだが、ハーモニーという点で考えると、採点がむずかしいところがある。 

■言葉によって、発音がとても気になるところがある。少し注意すればなおるのではないでしょうか。 

（まとめ 合唱発表会担当：山田千賀子）

オリジナルコンサートについても、 

講評委員の皆さんに感想をうかがっています。 

■それぞれの生活実感や平和への思いがよく表さ

れていて、活気があり聴きごたえがあった。 

■「自分には無理だ」と、創る人・サークルが一部

に限られている？創作を進める部署が必要では。

■集団創作は、ひとりの視点でなく、多角的に練り

上げられる。創作未経験者も一緒にとりくんで！

■「どう広めるか」の視点が大切。その中で作品が

生きてくる。作品を生み出した合唱団が歌い広め

るのは当然だが、全体のものにできてない。 

■「創作は運動の機関車」と言うが、合唱という面

から見れば、その機関車なしでも進んでしまう。

「自分たち暮らしや労働の中から歌を創りたい」

思いと、「立派な合唱曲を立派に歌いたい」思い

がなかなか結び合わない。後者の傾向が強い？ 

■曲を苦労して創らなくても、曲はいっぱいある。

しかし、育児放棄や、高齢者の行方不明、沖縄の

基地問題などの事柄を見聞きした時、「歌わずに

はいられない」と、創る行動に踏み出してほしい。

自分たちが「うたごえ」で何を歌うのか、伝えた

いのかを磨きあう必要があるのではないか。 

■誰に、誰と歌うのか。詩の表現についても、「本

当にこの表現でいいか？」と言葉を練り込んで。

（まとめ 創作部責任者：轟志保子）
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 9 月 6 日、第 6 回常任委員会が 19 人の参加

で行われました。議題は、この間の活動のまと

め、目前に迫った合唱発表会の準備、日本のう

たごえ祭典 in長崎に向けて、うたごえ新聞拡大

と、連帯活動その他でした。 

この間の取り組みとしては、電通のうたごえ

祭典 in 東京での歓迎演奏や、江戸やっこまつり、

「講演と音楽のつどい」に向けた練習会などが

報告されました。合唱発表会については、当日の

運営体制の確認の他、講評のあり方について、

交流の部の意義など議論。これはまたサークル

代表者会議などで改めて深めたいテーマです。 

2010年日本のうたごえ祭典in長崎に向けて

は、10/3 の合同練習会の確認と、合同登録、大

音楽会チケット普及の呼びかけがされました。う

た新拡大については、合唱発表会での拡大呼び

かけと、祭典に向けての取り組みについて。 

連帯活動では日本のうたごえ全国協議会が

取り組む「赤旗まつり」うたごえステージについ

てなどが語られました。がんばろうフェスタの準

備については、予算について、参加費を毎年変

えるべきではないということから、東京のうた

ごえ協議会財政から一定予算化することを確

認しました。夏季カンパの報告もされ、専従夏季

一時金の執行も報告されました。 

東京革新懇３０周年企画”池辺晋一郎さんと歌う合唱団”９月 21日（火） 158名が登録！  
9月21日、4回目の練習会は参加者が100名を超えました。イス

に座りきれず立ったままで歌われた方はご苦労様でした。熱気と人

いきれで、さながら練習場は酸欠状態でした。４回を迎えた杉森さん

の丁寧なご指導で、初めて歌われる方々も何とか全体に溶け込ん

でまいりました。この日には、本番は譜面を外して歌うことが提案さ

れ、一同一瞬は”うろたえた”感はありましたが、皆さんの高い意気

込みで決まりました。 

登録者はソプラノ６１名、メゾ１０名、アルト４４名、テノール１８名、バリト

ン２５名と、このごろの一般的な構成としてはマアマアのバランスです。いよいよ次回は池辺先生との合わせの練習

です。譜面を外して池辺先生の指揮に集中できるよう皆さんの奮闘が期待されます。当日は白黒の上下に蝶ネクタイ

と”決めて”歌いますのでご期待ください！ 10月12日の池辺先生との練習が最後となりますので、歌い手の募集は

９月の練習を持って締め切らせていただきました。         （東京のうたごえ協議会、企画制作責任者・外山靖雄） 

ロシアの歌で学ぶロシア文化 ９月２３日（木）  

 韓国併合100年、日米安保改定から半世紀という節目

にあたり東京から平和と国際交流を発信するため「東京・

平和と交流のテーマパーク」が9/23～26に都内各所で開

かれました。 うたごえも初日の9/23、音楽センター地下

ホールにて、ロシア文化研究家で歌手の山之内重美さん

を講師に「ロシアの歌と共に学ぶロシア文化」を開催。 

 うたごえ喫茶愛好者、平和団体、国際友好団体等16人

が参加し、日ごろ何気なく歌っている「カチューシャ」や

「道」などの曲を歌いながら、ロシア語本来の意味を学

び、作曲された当時の演奏と最近の演奏とを聴き比べる

などロシア音楽の世界を堪能しました。 

 ロシア文化の研究者であると同時に、早稲田大学など

の講師、歌手、俳優といったマルチタレントの山之内重美

さんの話術＋演技を駆使した楽しい2時間、音楽センター

では、10月より山之内重美さんによる「ロシアの歌をロシ

ア語で歌おう」講座が開講するそうです。今回のセミナー

を体験してみて、10月からのこの講座は一押しの教室と

感じました。     （企画制作部 斉藤一正） 

東京のうたごえ協議会 第六回常任委員会報告 
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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） 

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 長崎にて 

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 

10月 25 日（月） 赤旗まつりに向けた合同練習会 音楽センター地下ホール 

10月 27 日（水） 第１７回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

10月 31 日（日） 赤旗まつりに向けた合同練習会 久我山会館 

10月 31 日（日） 第３８回指揮考座 音楽センター地下ホール 

11月 06 日（土） ～7日（日）赤旗まつり 夢の島運動場 

11月 08 日（月） 第８回常任委員会 音楽センター会議室 

11月 13 日（土） 東京９条まつり 大田区産業プラザ 

11月 24 日（水） 第１８回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

11月 26 日（金） 絹の道合唱団演奏会 杉並公会堂大ホール 

11月 27 日（土） 戦後・被爆65年 三多摩青年合唱団特別企画 ルネ小平大ホール 

11月 28 日（日） 第２９回足立のうたごえ祭典 西新井小学校体育館 

11月 28 日（日） 第３９回指揮考座 音楽センター地下ホール 

♪ ニュースありがとう ♪  

今月は、南部合唱団より「なんぶ」No753、女性の

うたごえ東京連絡会より「女性のうたごえ東京連

絡会ニュース」、東京の男声のうたごえ合同事務局

より「男声合同ニュース」第１号をいただきました。 

合唱団・サークル・連絡会や協議会のニュースを

ぜひ東京のうたごえ協議会までお送り下さい。 

みなさんからの通信、お待ちしております。 

2011 がんばろうフェスタ 

日時：1月 23日  
場所：目黒区民ホール 
 
2011年も 

♪歌って ♪踊って ♪観賞して 

♪運ためしもして・・・ 

 

第１回実行委員会では、 

参加型企画として、 

こんな事が話し合われました。 

●テーマ別うたごえ 

偲ぶコーナー、ロシアの歌、革命歌・労働歌、

平和のうた、フォークソングなど、東京の各

ブロックや分野の個性を競演しよう！ 

●みんなで歌おう東京メドレー 

東京ラプソディーや、おはよう東京とか！？ 

●抽選会は今年もやるか！？？ 

●思い切り歌い交わし、踊りまくる時間も！ 

がんばろうフェスタ 

実行委員会のお知らせ 
１０月４日（月）、１２月１３日(月) 

1月 11日(月)、 

いずれも 18時45分より、 

音楽センター地下ホールにて 

ぜひご参加ください!! 

サークルから複数の参加も 

大歓迎です！！ 


