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♪インフルエンザやノロウィルスが流行っているようです。マスク着用、手洗い・うがいの励行！！ 健康第一にお過ご

し下さい。 12/13がんばろうフェスタの実行委員会にご参加をお待ちしています。♪ 

２０１０年11月 13日（日）東京・9条まつり              

11 月 13日大田区産業プラザ PiO にて「東京・9 条まつり」が開催されました。東京中の９条の会が集ま

り、対談・映画・音楽・寄席など、だくさんの催しが行われ、3000 人を超す参加者を得て、楽しくにぎやか

なお祭りとなりました。 

そのなかでも大好評だった「ぞうれっしゃがやってきた」全曲演奏。ここには都内各地のぞうれっしゃ

合唱団が集まり、150人の大合唱となりました。立ち見のお客さんも出るほどの大盛況でした！ 

 東京のうたごえでは「うたごえ９条の会」として、

大展示ホール舞台で「うたごえ喫茶」と、ブースの

出店をしました。 

「うたごえ喫茶」では、大展示ホール全体にうた

ごえが響きわたり、舞台前の座席には５０人以上の

人が集まりました。会場の方と歌い交わせた時間

は25分間でしたが、リクエストのあった「青い空は」

や、最後の曲「ふるさと」では、舞台前に集まった方

たちの歌う声も響き、とても和やかで、暖かい雰囲

気になりました。 

 また、同じく大展示ホールには、各地域・分野の９条の会による、

新鮮野菜やお弁当、コーヒーやパウンドケーキ、各 9 条の会の活

動紹介など、70 以上のブースが出店されました。うたごえ９条の

会では、演奏のあった「ぞうれっしゃがやってきた」を中心に、ＣＤ

や楽譜集の紹介をしました。特に飲食のブースには沢山のお客さ

んであふれ、大賑いとなりました。 

 今回の「東京・９

条まつり」は、東京

の９条の会・憲法９

条を守る運動をしている団体や個人が、自ら主人公となっ

て発信をし、より多くの人とつながろうということで始ま

った企画でしたが、これからも、各地域の 9 条の会をはじ

めとして、たくさんの人たちと歌で繋がっていけたら思い

ました。また「うたごえ９条の会・東京」としての活動も、何

かできたらと思った９条まつりでした。（事務局 井澤志歩） 
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プロジェクトＹ （東京のうたごえ新聞拡大推進プロジェクト） より                 

２０１０年もあと１ヶ月と少し。今年は、１月から２月の日本のうたごえ全国協議会総会まで、全国12０００人

読者を目指した読者拡大特別月間が取り組まれ、東京でも多くの方が拡げ手となり、最高時で１９２３人

まで読者が増えました。 その後も４月から今日まで、５３人もの新しく読者を迎えています。しかし、購読

停止の方が多く、現在の東京のうた新読者は１７４７人に減ってきています。一度は大きく広がったうたご

えの輪をこのまま萎むにまかせず、もっと広げていきたい！ 

プロジェクト Yこの年末の決意！「年内に１８００人読者を取り戻そう！」ということで・・・。 

11月と12月でコンサートやうたう会に取り組む合唱団・サークルのみなさん！ 

ぜひコンサート会場でのうた新コーナー設置と、うた新購読の訴えを！ そのための人手が足りない場

合は、プロジェクトＹがお手伝いに参上します！お問合せ下さい。 

特に、コンサートのチケットを買ってくれた方は読者ですか？これを機会にぜひ、うた新の話もしてみて

ください。合唱団・サークルのこと、うたごえのことをもっと知ってもらえる新聞ですよ！！ 

各サークル・合唱団、地域や職場の忘年会でもぜひ！ 

楽しく１年を振り返る中で、うた新の話もしてみてください。いきなり読者拡大

の話でなくても、例えば、「最近気になった記事はある？」「好きなコーナーは？」

「最初にどこから読む？」といったところから交流してみてください。 

意外な感想が聞けたり、うた新の読み方が変わるかも。そこから「あの人に

読んでもらいたい」と、読者拡大につながる話が出てくるかもしれませんよね。                    

年末にむけ、忙しくなるとは思いますが、特に忘年会など行く先々で、どこで

誰に会っても「うた新」をアピールできるように、カバンにはいつも見本紙を入れ

て出掛けていきましょう。そして読者が増えた際は、東京のうたごえ協議会まで

ご報告を！ また、見本紙が必要な場合も、すぐに送りますのでご連絡ください 

2011 年にはうた新まつりも計画中！ 

三多摩のうたごえ協議会では、２０１１年３月５日に、うた新まつりを計画中。「多摩川の歴史を学ぼう！」

「川原で芋煮会をしよう！」など、楽しそうな企画を話し合っているようで。お楽しみに！！ 

季刊日本のうたごえNo150近日発売！    

◆２０１０年日本のうだえ祭典 in長崎 

合唱発表会演奏批評座談会  

「心に届く演奏をつくるために」 

◆２０１０年日本のうたごえ祭典ｉｎ長崎を終えて 

 田中和史 祭典事務局長 

◆〈私とうたごえ〉番外編 大西  進（作曲家） 

 安保条約50年と私、そして沖縄との50年 

 運動の機関車としての創作活動 

その他、連載として 「音楽の樹」から（栗山文昭）、出た

とこ勝負（石黒真知子）なんでもありっすか（小林康浩）

と、今号も盛りだくさん！ 

全国合唱発表会の個別評の別冊付録も付いて、お値段そのままの515円！ 

定期購読だけでなく、バラ売りも対応しておりますので、ぜひお申し込みを

♪ニュースありがとう♪ 

今月は、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Н

омер10日本シニア合唱団より「日本シニ

ア合唱団ニュース」No.103、みなと合唱

団より「ハーモニー」No.268、にんたま合

唱部より「にんたま合唱部よりこんにち

は」Vol.12 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。 



月刊・東京れぽぉと２０１０年１1 月号 3 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サークルの紹介・たより  

北区新婦人コーラス ローズ・ウェーブ 
 
 北区の新日本婦人の会のメンバーを中心に、毎

月第１水曜夜、第３日曜日午後に主に赤羽文化セ

ンターで、平和の歌を中心に懐かしい歌、最近の

歌などを練習しています。 

 今、11 月末のコンサート「平和への思い新たに 

パートＩＶ」に向けて、高橋一美先生のご指導で練

習に励んでいます。 

 子どもと一緒に歌う「青い空は～ちょうちょ」、そ

して東電合唱団「きずな」の方に友情出演をお願

いして、混声合唱に取り組んでいます。 

 これからも、いろいろな方と一緒に歌い、平和の

メッセージを発信していきたいと思っています。 

￥ 東京事業部本部より ￥              

 11月6～7日、夢の島公園で開催された、日本共産

党主催の「赤旗まつり」に東京のうたごえ事業本部も

「うたごえの店」として出店、販売活動を行いました。

東京のうたごえ事業部担当の山田秀樹さんより。 

販売活動にご協力頂いた皆さん、ありがとうござ

いました。おかげ様で協議会財政にも貢献すること

が出来ました。（金額はここでは内緒❤） 

 今回は売店の立地が一番端っこでかなりの苦戦？

が予想されたのですが、皆さんの「歌って普及」の原

点に忠実な活動が、大きな売り上げにつながったの

だと思います。中には「ここが歌声喫茶？」（歌声喫茶

は「ともしび」が別会場で開催）と勘違いされた方も、

お客様も大満足、そして周囲のお店の方にも満足し

ていただけました。「うたうたうた」からドンドン歌った

成果で、「うたうたうた」の歌集は52冊、CD・平和の

うたベストは1・2合わせて60枚超、ほかにもCD「グロ

ーバルゼロ」、CD「バラライカ」、CDブック「星めぐりの

歌」などが30点以上を売り上げました。今後も、東京

各地での「歌って普及」を、よろしくお願いいたします！ 

10 月 4 日、第 8 回常任委員会が 18 人の参加で行

われました。 

議題は、この間の活動のまとめ、新春がんばろうフ

ェスタに向けて、うた新拡大、加盟拡大・協議会づく

り、事業普及活動、今後の活動その他でした。 

この間の取り組みとしては、日本のうたごえ祭典

in 長崎や、東京革新懇「講演と音楽のつどい」、赤旗

まつりで取り組んだ事業売店などが報告されました。 

がんばろうフェスタに向けては、企画の整理と各地

域の組織目標の提案、財政について論議をしました。

「加盟団体名をすべてプログラムに載せて、東京の仲

間がこれだけいるって見てわかるようにしよう」など、

積極的なアイデアも出されました。この論議は

12/13(月)のがんばろうフェスタ第３回実行委員会で

提案したいと思います。 

今回はうたごえ新聞拡大について大きく時間を割

いて論議をしました。「うた新拡大は『増やそうね～』

と声をかける程度しかできていない」「増やした読者

のケアができておらず、気づいたらやめていた」など、

現状が語られる一方で「成功した記事ばかりではつ

まらない、失敗談や上手くいかない悩みなど、リアル

な話が載らないと」と、紙面に突っ込んだ意見も出さ

れました。この論議は年内の拡大運動に活かしてい

きたいですね。 

加盟拡大・協議会づくりについても、「サークル訪

問をしよう」「地域協議会や産別協議会など、複雑に

なっているところもあり、丁寧な説明が必要」と、積極

的な意見が交わされました。事業普及活動では、音

楽センターが新たにネットを活用した楽譜のバラ売り

や、「着うた」配信を始めたことが報告されました。 

今後の活動に向けては、東京９条まつりでの「うた

ごえ喫茶」企画について報告がされ、また、協議会主

催の学習会について四役より提案されました。 

東京のうたごえ協議会 第八回常任委員会報告
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♪思いっきり歌って、 

★開催地、南部のうたごえが皆さんを歓迎 

★東京各地のうたごえがおなじみの曲をリード 

★老若男女、笑顔と元気あふれるうたごえ！ 

♪踊って、 

 ★郷土の踊り、うたごえダンスにフラダンス！？ 

 ★手話コーラスにもチャレンジしましょう。 

♪観賞して 

 ★傘踊りや南京玉すだれ、笑えるステージも！ 

♪運だめしもして・・・・ 

 ★豪華賞品（？）を取り揃えております。 

 さあ！今年も来なくちゃソンソン♪ 

2010年うたごえの総決算と2011年の展望を 

「新春がんばろうフェスタ」で 

♪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） 

12月 01 日（水） 芹洋子と歌おううたごえ喫茶 東武ホテルレバント東京 

12月 02 日（木） 第９回四役会議 音楽センター会議室 

12月 07 日（火） 働くもののうたごえ喫茶（さんたま屋） さんせいホール 

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 杉並医療生協診療所 

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 20 日（月） 第１４回うたごえステーション 焼き鳥「ミートステーション」 

12月 21 日（火） 北部うたう会 板橋地域センター 

12月 22 日（水） 第１９回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

12月 22 日（水） 第７回プロジェクトＹ  

12月 24 日（金） 関東ブロック会議 音楽センター会議室 

12月 25 日（土） ステッキーズ＆ピースサンデー共催うたごえ喫茶 障害者会館集会室 

12月 26 日（日） 第４０回指揮考座 音楽センター地下ホール 

1月 11 日（火） 第１０回常任委員会/がんばろうﾌｪｽﾀ第4回実行委員会 音楽センター地下ホール 

1月 13 日（木） 女性のうたごえ合同練習会  

1月 23 日（日） 東京のうたごえがんばろうフェスタ2011 目黒区民ホール 

1月 26 日（水） 第２０回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

1月 28 日（金） ～30日（日）全国創作合宿 in太牟田 福岡県大牟田市 

1月 30 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 

★日時 2011年 1月23日日曜日 

   13:30開場 14:00 開演 

   16:30 終演 ・・しかし、まだ続きが？ 

   場所 目黒区民センター 

   参加費 500円 

次回実行委員会 

12/13(月） 

各合唱団からの提

案・アイデアを持

ち寄ってください。 


