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今年も東京のうたごえ協議会をよろしくお願いいたします。 

 ２０１１年が明けました。東京のうたごえのみなさんには、また新た

なお気持ちでうたごえ活動にのぞまれていることと思います。 

 昨年暮、東京のうたごえ常任委員の合宿を行い、「うたごえ７０

周年に向かう中長期活動プラン」を話し合いました。６０年余のう

たごえ運動を担ってこられた方々もまだ第一線で活躍し、新たな

運動の担い手を迎えたいこれからの数年、ここが大事な「バトン

ゾーン」です。また、今私たちの暮らし、労働、いのち、文化をめぐ

る状況を見ると「うたごえの出番！」と痛感します。６０周年記念祭

典の折「東京を平和の発信地に」「誰もが人間らしく生き働ける街東京を」とのスローガンを掲げました

が、これは祭典活動にとどまらず、その後のうたごえ活動の指針を示していると改めて思います。この１

年、これらの目標をしっかりと胸にきざみながら、ともに元気にうたごえ活動をすすめていきましょう！ 

東京のうたごえ協議会会長 轟志保子 

■ 2010年12月14日 声をあげよう東京都民集会 ■ 

日比谷公会堂で行われたこの集会、「東京を

変える新しい歌を」と、集会実行委員会から

の依頼を受けて、シンガーソングライターの

橋本のぶよさんが作詞・作曲した「明日をこ

の手に」(うた新1/3・10合併号で楽譜紹介)

も発表されました。東京のうたごえは、集会

の中で「人間の歌」「あきらめない」「あなた

が夜明けをつげる子どもたち」を演奏。今回

画期的だったのは、開幕演奏だけではなく、

集会の発言の合間での演奏も取り組まれたこ

とでした。東京の中で起きている様々な問題や要求が語られた後に、その思いに応えるように入

るうたごえは、集会に参加した人からも「集会をさらに判りやすくしてくれた」「最初は動員で半

ばイヤイヤ参加したが、歌に溢れる集会で元気になった」など、嬉しい感想も寄せられています。

この集会をきっかけに、さらにうたごえへの期待も高まっているのを肌で感じています。 

今年は名実共に「東京を変える」力を持つ選挙も行われますが、人々の暮らしと願いを歌いつ

づけてきたうたごえ運動、東京で起きていることに敏感に目を向けなければと感じました。 

（東京のうたごえ協議会事務局長 大熊啓） 
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★2010年12月 25日 ★ 

東視協ステッキーズとピースサンデーうたごえ喫茶 

75名のうたごえ歌い納め 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 25日土曜日、みなとブロック恒例の年末うた

ごえ喫茶には加盟４合唱団＋１＋多くのうたごえファ

ンが集まり1年を振り返り、2011年への新たな思い

を歌に託した力強いうたう会になりました。 

（東京のうたごえ事務局 斉藤）

★ 2010年 12月 20日 ★ 

新婦人杉並支部コーラス 

ミモザ コンサート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 杉並新婦人コーラスミモザのコンサートに行って

きました。檀上さわえさんの指導で練習を重ね、コ

ンサートも17回目だそうです。この日は杉並公会

堂の地下にあるホールが会場でしたが、予定を超

えてお客さんが来場し、急遽椅子を追加して対応

しました。みなさんとても楽しそうに歌っているの

が印象的でした。（東京のうたごえ事務局 山田） 

★ 2011年 1月13日 ★女性のうたごえ合同練習会 

 文京区のアカデーミー茗台にて、５６名の参加で練習が行われ、 

1月 23日新春がんばろうフェスタ、そして 3月8日国際女性 

デー中央集会で歌う『早春賦』『アンジェラスの鐘』『一本のペン 

で』『明日をこの手に』を練習。 

 

 練習終了後には千葉の女性のうたごえ窓口の中里さんが【PACE】の旗を持ち 

日本のうたごえ祭典 inちば訴えが。 PACE（パーチェ＝平和）という意味だそう 

です。 次回合同練習日2月11日（金・祝）13:00～文京・アカデミー茗台 

（東京メトロ茗荷谷下車徒歩10分）参加費1000円。長崎祭典歌集をお持ち下さい。 

★ 2010年12月13日 コーラスあやね ミニコンサート ★ 

 練習会場の杉並の生協診療所に 86 名（含むメンバー）が集い

ました。10 周年を迎え、この間歌ってきたテレビドラマの主題歌、

童謡・唱歌、懐かしい歌、金子みすずの歌、創作曲など21曲をご

披露しました。 ある時、年を聞いたら90歳以上が６名、平均年齢

は82歳。みなさん背筋がしゃんとしているので、そうとは思えず、

驚きました。（コーラスあやね 市川百代さんより） 
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第 10回常任委員会報告 

1月 11日、第 10回常任委員会が 14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

の時間はやや短いものになりました。議題は、こ

の間の活動のまとめ、2011 年全国総会と、次に

控える東京総会に向けて、うたごえ新聞拡大、そ

の今後の取り組みに向けてでした。 

この間の取り組みとしては、１２月に行った常任

合宿の総括、12.14 集会についてで、12.14 集会

が大変文化的な集会になり、そこにうたごえとし

て準備段階から関われた事がよかったという話

が出されました。 

全国総会に向けては、東京の大議員定数 16

人をどう割り振るかと、総会での発言についても

計画的に行こうとこの間の特徴的な運動が出し

合われました。関東とはいえ距離的には遠い館

山ですが、オブザーバー参加も積極的に呼びかけ

ることが確認されました。 

東京総会に向けては、議案書準備の分担、次

年度役員体制、予決算や方針案などについて話

し合われました。また、総会の中で「学習企画」を

検討中です。 

うたごえ新聞拡大については、三多摩のうた

新まつり準備についての報告と、今後の拡大に

向けてはサークル訪問などを、未加盟については

加盟の訴えも含めて本格的にしていく事が大事

ということで、プロジェクトＹと組織部が合同で

会議を行ってはどうかという提案がされました。 

今後の取り組みに向けては要請が来ている演奏

や実行委員会参加についての決裁と、全国創作

合宿の参加の訴えなどでした。 

★ 2011年 1月19日 ★ 

革新都政をつくる会新春のつどい 

橋本のぶよさんと一緒

に『明日をこの手に』を

演奏しました。 

この曲も掲載される、

「メーデー歌集2011」は 2/25

発売予定です。 

予約受付中！（1冊 100円） 

★ 2011年 1月19日 ★ 

農民連全国大会の前夜祭 

大田区産業プラザにて、

農民連の全国大会の前夜

祭に、ヒューマンファーマー

ズの演奏に事務局大熊も

参加。「歩いて行こう」など

を演奏しました。 

★ 2010年 12月 8日 ★ 

日本シニア合唱団＆北区うたごえ広場 

みんなうたう会に 160人！ 

北区内で定期的に開催されている「うたごえ広場」の

例会として共催で行い、会場の赤羽北区区民センタ

ーホールには 160 人を超える参加者が。ゲストとして

年金者組合ハーモニカ愛好会の演奏も。 

（日本シニア合唱団 

森住一之さんより） 

 ※詳しくはうたごえ

新聞 2/7 号 4 面に掲

載されています。 

3月6日（日）うた新まつり in青梅 うたごえ新聞を真ん中に、みんなで遊ぼう♪ 

 青梅釜の淵市民館（青梅線青梅駅より徒歩15分）にて、午後1時～4時 

会費500円 

内容 ○芋汁を食べながら歌って各団体の交流 ○多摩川の歌フォーラムのお話（多摩川の歌もうたおう！） 

     ○ミニミニうたう会（みんなで歌おう！） ○うたごえ新聞編集長三輪さんを囲んでみんなで話そう！ 
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♪ 2011年度東京のうたごえ協議会総会のお知らせ♪ 
■ 3月 13日（日） 三鷹公会堂第７会議室にて 

（ＪＲ三鷹駅南口7番バス乗り場から「三鷹市役所前」下車すぐ。） 

開会･閉会時間は未定ですが、午前から夕方までとお考え下さい。 

■ 別途ご案内を送付いたしますので、東京のうたごえ協議会加盟サークルは、代議員の派遣をよろしく

お願いいたします。（代議員定数は加盟員25人以上の団体は2名、その他は1名です。） 

総会代議員分担金：500円 

■ 未加盟団体および、代議員以外の方はオブザーバーとして無料参加できます。 

総会の中で学習の時間も設けます。学習のみのオブザーバー参加もＯＫです、積極的な参加を！！ 

テーマ「東京都青少年健全育成条例と表現の自由（課題）」 

講師：前田能成さん（日本出版労働組合連合会中央執行委員） 

 

♪おたよりありがとう♪  みなさんからのれぽぉとをお待ちしております♪ 

 今月は、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」NO.105、合唱団この灯より「合唱団この灯

ニュース」No397～400、中央合唱団より「たいまつ」、南部合唱団より「なんぶ」NO.757、合唱団白樺よ

り「БЕРЁЗКА」Номер11、12、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第19号、20号、調布狛江合唱団よ

り「ちょ～こまかわらばん」1月号、三多摩うたごえ協議会より「あんだんて」No,11 をいただきました！ 

♪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）  

2月 11 日（金） ～13日（日）2011年度日本のうたごえ全国協議会総会 千葉県・館山夕日海岸ホテル 

2月 14 日（月） 創作部会 音楽センター会議室 

2月 17 日（木） 革新都政をつくる会 都知事選決起集会 九段会館 

2月 19 日（土） 第１６回うたごえ酒場お～いFIELD ＦＩＥＬＤ 

2月 20 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 

2月 23 日（水） 第２１回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

2月 24 日（木） 第９回プロジェクトＹ＆組織部会 音楽センター会議室 

2月 28 日（月） 臨時常任委員会 音楽センター会議室 

3月 01 日（火） ３・１ビキニデー 静岡 

3月 06 日（日） 三多摩うた新まつり 青梅釜ヶ淵市民館 

3月 07 日（月） がんばろうフェスタ総括実行委員会 音楽センター地下ホール 

3月 08 日（火） 国際女性デー 九段会館 

3月 13 日（日） 2011年度東京のうたごえ協議会総会 三鷹公会堂第７会議室 

3月 18 日（金） 東部うたう会  

3月 20 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 

3月 23 日（水） 第２２回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

3月 26 日（土） 東部うたう会  

3月 27 日（日） 第４３回指揮考座 音楽センター地下ホール 

3月 28 日（月） 創作部会  


