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演奏続きの今日この頃、みなさまご活躍のことと思います。 東京のうたごえ協議会には、演奏依頼が次々ときていま

す。 詳細は「週間？東京れぽぉと」でお知らせしますのでご覧下さい。。 

★ 2011年 1月23日 新春がんばろうフェスタ ★（総括会議は3/7、音楽センター地下ホールにて夜７時より） 

 ２回目の開催となる新春がんばろうフェスタには、東京中から380人が集まり、満席の会場で2011年

もうたごえを大いに広めていこうと、元気を交流しました。開催

地の南部地域からは、歓迎企

画として南部のうたごえによる

「翼を下さい」「しあわせの歌」、

そして同じく南部地域で活動す

る「馬っ娘連」のみなさんは、躍

動感溢れる荒馬踊りを披露！！ 

 他にも、かつてうたごえ運動が掘り起こした「傘踊り」や、南京玉すだれ、和太鼓の演奏など郷土企画

は盛りだくさんでした。東京各地のブロックや分野がリードをしながら、会場中で歌い交わす中で、新宿

地域の合唱団白樺は、舞踊班がコミカルでパワフル

な「泉のほとり」のダンスで会場を沸かせ、東部地域

は「青春」を保育の仲間のダンスと一緒に、高齢者も

フラダンスが登場し、三多摩南部地域は「歩いて行こ

う」、三多摩地域では

「チャレンジャーず」が舞

い踊るなど、歌って踊る

ステージが満載でした。 

 シンガーソングライターの橋本のぶよさんも登場し、

出来たばかりの「明日をこの手に」を披露。 

最後はがんばろうフェスタにふさわしく、団結ガン

バロー、そして「がんばろう」の大合唱で幕を下ろしま

した。もちろん改善点はたくさんありますが、ぜひ次

回も楽しいフェスタをみんなで創り上げましょう！ 

（東京のうたごえ協議会事務局長 大熊啓）
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￥ 「2011 メーデー歌集・明日をこの手に」 ￥ 発売開始しました！！」 

 今年のメーデー歌集には日本航空ユニオンの闘いから作られた「あの空へ帰ろう」、そして都知事選へ

向けた「明日をこの手に」が掲載されています。 

 各集会での「うたごえ」の活動も評価され、東京のうたごえには演奏依頼が次々と入ってきています。

「がんばろうフェスタ」でもらったエネルギーを、今度は外に広げていきましょう！ 

 

B6版 16頁／3月1日発売／100円（税込） 

■掲載曲（全21曲） 

歩いて行こう※／晴れた五月／がんばろう／世界をつなげ花の輪に／ 

あきらめない※／国のすみずみから／インターナショナル／食糧主権 

が世界を救う※／闘うわれら／沖縄を返せ／人間の歌※／みんな元気 

か／ねがい／町※／そんな町を／青い空は／言葉にかえて※／翼をく 

ださい／ぼくのひこうき／あの空へ帰ろう※／明日をこの手に※ 

★わりかんうたう会、建交労東京都本部旗開きで演奏★（わりかん歌う会ニュースNo278号より抜粋）

 1 月 15 日、建交労東京都本部の新年旗開きが行われました。メインゲスト（ちなみにプロです…）が、

急遽出演できなくなり、わりかんうたう会にメインとして盛り上げてくださいということに。いつも指導・

伴奏をしてくれる服部先生は都合が悪く、アカペラで歌って会場をうならせるほどの実力はありません。

建交労東部支部の方にアコーディオン伴奏をお願いして、当日は「わしらの宝」「けとばせ消費税」「仲間

の歌」などを歌い、最後は「がんばろう」を腕組み合って歌い、なんとか役割を果たすことができました。 

元全日自労で失業対策で働いていたおばあちゃんたちの顔が見られなくなり、少しさみしいですが、

「全日自労のうたごえ」の歴史と伝統は連綿と「建交労のうたごえ」に引き継がれていると感じました。 

★ 2011年 2月11日 ～13日 2011年日本のうたごえ全国協議会総会 ★ 

千葉県館山のたてやま夕日海岸ホテルで開かれた 2011年第４４回日本のうたごえ全国協議会総会

には、33 都道府県・4産別、186 人が全国から参加しました。東京からは 14人の代議員と６人のオブザ

ーバー、産別代議員や評議員を合わせると30人以上が参加しています。総会の中では東京紫金草合唱

団の鰐部さん、日本シニア合唱団の杉山さん、調布狛江合唱団の日向さん、南部合唱団の大井さん、音

楽センターの大野さんが発言、他の方も積極的に発言希望を提出しましたが、残念ながら進行の都合

で発言はできませんでした。それらは文書発言として、総会中の発言と合わせて、４月発行予定の季刊日

本のうたごえ152号に掲載予定です。参加した皆さん、お疲れ様でした！ 

 

 

 

 

 

 

▲総会で発言する東京の代議員の皆さん。（左より記事中紹介順、写真提供うたごえ新聞社） 
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 足立保母つくしんぼサークルは、第 2 回全国保母の

うたごえ祭典をきっかけに誕生したサークルです。 

 早いもので、今年、結成３８周年を迎えます。メンバー

は現在 15 人で、「子どもたちの愛と平和」を願い、そ

の思いをうたごえに込めて毎年コンサートを開いてい

ます。今年も6月25日（土）、6時30分から竹ノ塚地

域学習センターでコンサートを開きます。 

 みなさん！！是非、応援に来てください。保育をめぐる

情勢は、年々厳しくなり 

ますが、そんな時だから 

こそ、多くの仲間と手を 

つなぎ、子どもたちの笑 

顔を守るために歌い続 

けていきたいと思います。 

 

足立保母つくしんぼサークル

 代表  渡 辺 う め

第 11回常任委員会報告 

2月7日、第11回常任委員会が17人の参加

で行われました。この日の議題は、新春がんばろ

うフェスタの報告と、全国総会に向けて、東京の

うたごえ協議会総会準備について、うたごえ新

聞拡大についてと、今後の取り組み（連帯活動）

についてその他でした。 

がんばろうフェスタについては、常任委員会と

しての感想は出し合いつつも、しっかりと総括の

場を設けることが確認され、3月7日（月）に行う

ことになりました。全国総会に向けては代議員な

どの参加確認。東京のうたごえ協議会総会に、

向けては、議案書作成の進捗確認と活動のまと

めについて意見を出し合いました。また、総会の

中で日航などの闘いを紹介する時間を設けるこ

とも確認されました。 

うたごえ新聞拡大については、うた新まつり in

青梅までに、それぞれの地域で目標をもって読者

拡大に取り組むことが確認され、東京全体でう

た新まつりまでに80人の読者拡大が提起されま

した。また、東京総支局の紙代回収について、コン

ビニ決済の導入が提案され、承認されました。今

後具体的な導入に向けて準備を進めます。 

今後の取り組みとして、日本原水協が新たに

取り組む新国際署名の発表会での演奏依頼や、

新署名を活用した署名行動への参加要請、革新

都政をつくる会からの演奏依頼、東京自治労連

学習決起集会での演奏など、うたごえへの要請

が目白押しに。メーデーに向けた準備も始まりま

す。また、日航の闘いを励ます新しい歌づくりに

向けた創作会議が提起されました。（2/14 に行

い、どういう歌が求められているかを論議しまし

た。次回の創作会議は3/28 を予定。） 

サークル紹介 

足立保母つくしんぼサークル 

｢うた新まつり in 青梅｣ のお誘い 

うたごえ新聞がもっと身近な新聞になったらいい

な、うたごえ新聞を読む人が、うたごえの仲間が増え

たらいいな、ということで｢うたごえ新聞を真ん中にみ

んなで交流しよう！｣と行われている｢うた新まつり｣ 

今年最初は、3 月 6 日、三多摩うたごえ協議会主催

で｢うた新まつり in青梅｣が開催されます。 

このうた新まつりをひとつの目標に、ただいま｢うた

ごえ新聞の読者を増やそう！｣と取り組んでいます。み

なさんのサークル・合唱団の中で、まだ読んでいない

方はいませんか？お知り合いで購読してくれそうな方

はいませんか？みなさん一人ひとりの呼びかけと、各サ

ークル・合唱団や地域の仲間との協力で、うた新読者

の輪を広げていきましょう！ 

 

■ 3月6日(日) 午後1時～4時 青梅釜の淵市民館

(青梅線青梅駅より徒歩15分)にて。 

■ 芋汁を食べながら歌って交流、 

■ 多摩川の歌フォーラムのお話、 

■ ミニミニうたう会、 

■ うたごえ新聞編集長三輪さんを囲んで話そう 

３月８日国際女性デー中央大会 

オープニング・コーラスについて。 

 前号で「一本のペンで」を男性もご一緒にと

呼びかけましたが、女性合唱で歌うことにな

りました。ご了承下さい。 
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♪ 2011年度東京のうたごえ協議会総会のお知らせ♪（第２報） 
■ 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。（駅より 2.3km） 

午前10時開会、17時ごろ閉会予定 

（間に昼食休憩、特別講演を挟みます） 

■ 議題 2010年度活動のまとめ 

2011年度活動方針、協議会役員選出 

2010年度決算・2011年度予算 

うたごえ運動70周年に向けた中長期プランについて 

など  

■ 講演 「東京都青少年健全育成条例と表現の自由（仮題）」 

講師：前田能成さん（日本出版労働組合連合会執行委員） 

■ 総会分担金 代議員一人につき 500円 

代議員以外の方、未加盟団体の方はオブザーバ

として参加費はかかりません。 

 

♪おたよりありがとう♪ 

今月は、南部合唱団より「なんぶ」NO.758、わりかんうたう会より「わりかん歌う会」No.278 号、男声

合唱団うでまくらより「うでまくら」第 8号をいただきました。 合唱団・サークルの機関紙・ニュースなど、

ぜひ東京のうたごえ協議会までお送り下さい。みなさんからのれぽぉとをお待ちしております♪ 

♪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）  

3月 01 日（火） ３・１ビキニデー 静岡・焼津 

3月 06 日（日） うた新まつり in青梅 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 曳舟生涯学習センター 

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 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 音楽センター会議室 

3月 30 日（水） 第１回プロジェクトＹ会議 東京のうたごえ協議会事務所

4月 09 日（土） 芹洋子と歌おううたごえ喫茶 東武ホテルレバント東京 

4月 16 日（土） 足立ピースフラワー合唱団 愛と平和を歌うコンサート 西新井文化ホール 

4月 17 日（日） 三多摩のうたごえ協議会総会  

4月 17 日（日） 第４４回指揮考座 音楽センター地下ホール 


