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木枯らし一号が吹いて、気温が急に下がってきました。体調には充分にお気を付けてください。 

「2011がんばろうフェスタ」の話し合い・準備も着々と進行中！次回実行委員会12/13にはぜひご参加を！！ 

２０１０年１０月１９日（火）東京革新懇のつどい                

１０月１９日に中野ゼロホールで行われた「講演と音楽のつどい」は、1000人を超える参加で成功に終わ

りました。東京のうたごえ協議会では、東京革新懇（平和・民主・革新の日本をめざす東京の会）からの

依頼で、池辺晋一郎さんの指揮による「アメイジング・グレイス」「私たちが進みつづける理由」の大合唱

に取り組んできました。５回の練習会を組み、始めてこの２曲を歌う人たちにも大きく門を開いて輪を広

げてきた事もあり、当日の歌い手は150名になりました。 

テーマが良く見えた講演と合唱 
当日は高遠菜穂子さんの講演「命

に国境はない～イラク戦争とは何だっ

たのか？」を、歌い手もしっかりと聞く

ことができました。生々しい写真とと

もに語られるイラクの「今」、そしてイラ

クへ飛んできた飛行機はどこから？沖

縄の米軍基地から…と、基地問題とも

絡めたお話でした。その後に、「畏れ知

らぬ愚かな旅人、戦、憎しみ、涙…」と

歌い上げるアメイジンググレイスが、

客席に染みこんでいくようでした。そ

して、高遠さんの講演と、その後の池

辺さんのお話でさらに深く浮かび上

がってきた「私たちが進みつづける理由」。客席では、聞きながらうなずいている姿が沢山見えました。 

うたごえとしても、期待に応える中身に出来たのではと思います。 

アンケートで寄せられた「感動した！」の声 
つどいの参加者から寄せられたアンケートを、後日読ませていただきました。「進みつづける理由の合

唱、涙が出て止まりませんでした」「泣けました、エ

ネルギーをもらいました。私には何ができるか！と思

いました」「私たちの気持ちを、あまりにも正直に歌

ってくれて、胸に迫り、勇気付けられました」など、

嬉しい感想が沢山寄せられています。 

歌い手の皆さんには、100枚以上のチケットも

普及していただき、組織的にも大きく成功に貢献

できるものとなりました。参加された皆さん、お疲

れさまでした！ぜひこの演奏を更なる東京の連帯

へとつなげましょう！うたごえ新聞読者の輪も、さ

らに広げたいですね♪ 

（事務局長 大熊啓） 
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２０１０年１０月３日  ２０１０年日本のうたごえ祭典 in長崎に向けて 合同練習会      

 １０月３日、真夏を思わせるような暑い日、北区・中央公園文化センターにて、朝 11 時職場のうたごえの

練習を皮切りに、女性合同・男性合同、全国合同、青年合同と練習が１００名以上の参加で行われました。 

祭典当日は、それぞれの合同合唱に、東京のメンバーが数多く参

加していました。  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

女性合同 指揮：高橋一美さん 
男性合同 指揮：共田鍾貴さん 

 

職場合同 指揮：小林光さん 

全国合同 指揮：渡辺享則さん 青年合同 指揮：共田鍾貴さん

2011がんばろうフェスタ・第二回実行委員が開かれました。               

去る10月4日に、2011がんばろうフェスタの第二回実行委

員会が開催されました。左の二次チラシ記載のように、開催

時間、参加費なども決まり準備作業も着々と進展しておりま

す。２時間半という限られた時間で、歌って、鑑賞して、踊って、

更に運だめしもして・・・と、盛りだくさんな企画がいっぱい。 

しかし、あれもこれもと詰め込みすぎて中途半端にならない

ように実行委員が知恵を出し合っております。 

 

今後の実行委員会の予定は、12/13（月）、1/11（火）です。 

これからの参加・企画提案も歓迎いたします。 
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 10月4日、第7回常任委員会が21人の参加

で行われました。 

議題としては、この間の活動のまとめ、9/13

に開催した合唱発表会の総括、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、9/23～26に行わ

れた「平和と交流のテーマパーク」と、10/3 の祭

典合同練習会などが報告されました。 

合唱発表会の総括としては、総参加人数と財

政の報告がされ、会場の使い方や運営体制に

ついて、来年に向けた改善点などを出し合いま

した。来年、2011 年度の合唱発表会は 10 月 2

日(日)、会場は同じく板橋文化会館での開催が

決定いたしました。 

2010年日本のうたごえ祭典in長崎に向けて

は、参加組織の最終確認がされ、うたごえ新聞

拡大についても、祭典に向けてと、祭典の中で

読者を増やしていくことを再確認し、10/19 の

東京革新懇「講演と音楽のつどい」に合わせて、

この常任委員会から 20 人読者を増やそうと語

り合いました。 

連帯活動については、上記の「講演と音楽の

つどい」の当日運営体制の確認、赤旗まつり、東

京９条まつりへの参加についてなどが論議され

ました。 

 がんばろうフェスタについては、企画を深める

ために、会場の下見と、制作企画会議の開催を

確認しました。

サークルの紹介・たより 日本シニア合唱団 

       

 9月14日・15日、茨城県水戸市で開催された「第24

回日本高齢者大会」には２日間で 4500 人が参加、高

齢者のさまざまな問題が語り合われました。 

 日本シニア合唱団、東京年金者合唱団、関東の年金

者合唱団が参加、地元茨城のうたごえの仲間と一緒

に２日目の歓迎演奏に取り組みました。 

 全体会冒頭の歓迎演奏は約 100 人で「七つの子・船

頭小唄・かけがえのない人生・老いも若きも」の４曲を

歌いました。都内や地元取手で合同練習も行なわれ、

本番では見事なハーモニーが響きました。「老いも若き

も」「かけがえのない人生」は高齢者の間にはかなり定

着したようで、最後の「イェーイ」で会場からも手があ

がっていたことは嬉しかったですね。 

 また１３日の分科会「文化サークル交流会」では日本シ

ニア合唱団は創作曲を含む４曲を演奏、年金東京合唱

団は歌２曲と踊りも披露して、約 85 人の参加者から拍

手を受けていました。また地元の民謡、詩吟、松平晃さ

んのトランペット、広島の新婦人の皆さんのフラダンス

など高齢者が文化を楽しんでいる様子の一端がよく

わかりました。特に広島のフラダンスは「青い空は」の

歌を振付けられたもので、シニアの団員が「うちでも

あれやりたい」と言うくらい素敵なものでした。 

 夜の特別企画「うたごえ酒場」は学生食堂を満員に

して２時間歌い続けられました。高齢者の「うたごえ」に

寄せる想い、熱意が伝わってくる楽しく、エネルギッシ

ュなひととき。最後は全員が手をつないでの大合唱で

心がひとつになりました。 

 来年の高齢者大会は青森で開催されます。この１年、

また全国の高齢者がさまざまな活動で頑張って、どん

な報告、演奏があるか。楽しみです。                 

（日本シニア合唱団・森住一之）

「日本高齢者大会」で歌いました！ 

♪ 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

しじゅうからより「しじゅうから」１１号・１２号、南部

合唱団より「なんぶ」754 号、わりかんうたう会

より「わりかん歌う会」276 号、合唱団白樺より

「БЕРЁЗКА」Номер9、号外をいただきました。 

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く

ださい。みなさんからの通信、お待ちしてます。 

東京のうたごえ協議会 第七回常任委員会報告
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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） 

11月 01 日（月） 東京のうたごえ組織部会 音楽センター会議室 

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 21 日（日） 中央合唱団うたごえ連続講座 音楽センター地下ホール 

11月 21 日（日） 男声コーラスかたつむり 15周年コンサート 板橋アーチプラザ 

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） 新婦人北支部ローズウェーブ ミニコンサート 赤羽文化センター 

11月 28 日（日） 第３９回指揮考座 音楽センター地下ホール 

12月 08 日（水） 日本シニア合唱団＆北区うたごえ広場 みんなうたう会 赤羽北区民センター2階ホール

12月 11 日（土） ～12日（日）第９回常任委員会 隅田ユースホステル 

12月 13 日（月） 第３回がんばろうフェスタ実行委員会 音楽センター地下ホール 

12月 17 日（金） コーラスあやね ミニコンサート  

12月 19 日（日） 墨田区保育園うたごえサークルどんぐりコンサート 曳舟文化センターホール 

12月 19 日（日） 中央合唱団うたごえ連続講座 音楽センター地下ホール 

12月 20 日（月） 新婦人杉並支部コーラスミモザ コンサート 杉並公会堂小ホール 

12月 26 日（日） 第４０回指揮考座 音楽センター地下ホール 

東京９条まつり 
東京中の９条の会が一堂に集まって、11月 13日、大田区産業プラザ（PiO） 

にて「東京・９条まつり」が開催されます。東京のいろいろな地域・職場・学園・ 

分野から、多彩な企画を集めて、楽しく賑やかなまつりにしようと、東京のうた 

ごえの仲間も取り組みを進めています。まつりの目玉企画のひとつが、都内に 

あるぞうれっしゃ合唱団のみなさんが集まっての合唱構成「ぞうれっしゃがやっ 

てきた」全曲演奏。コンベンションホールにて 15時から、演奏予定です。 

また、同じ会場で14時30分より杉並9条の歌合唱団のみなさんによる 

合唱「咲かそうよ九条」15時 50分からは合唱「大西進と金子みすヾの歌」の 

演奏が予定されています。1階の大展示ホールのミニステージでは、午後2時 

から、5 時までの間で、うたごえ九条の会・東京で「憲法うたごえ喫茶」を開催。時間は約 20 分間の予定で

す。会場を盛り上げるためにも、ぜひぜひ皆さんお越し下さい♪。この大展示ホールには、各 9 条の会による

様々なブースが立ち並びます。うたごえ九条の会・東京も出店しますので、こちらにもお立ち寄りください。 

 なお、東京・9 条まつりご参加には、成功協力券（一口１０００円のカンパ）をお願いしています。東京のうたご

え協議会でも扱っていますのでご協力をお願いいたします。 

日時11月13日（土）11:00～20:30  

場所大田区産業プラザ（PiO）JR京浜東北線、東急池上・多摩川線「蒲田」駅より徒歩約 13分 


