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日本航空不当解雇撤回闘争支援の訴え（要約） 

いつもご支援ありがとうございます。私は 1978 年に日本航空に入社し、以来 33 年間、国際線を中心にフライト

してきましたが、昨年大晦日、突然不当に解雇を受けました。昨年の 10 月から、希望退職に応じない者は業務から

外されたり、企業再生支援機構が再生支援の打ち切りを組合側にチラつかせるなど、露骨な不当労働行為が行わ

れました。今回の整理解雇が、もの言う闘う労働組合を潰すことが目的なのは明白です。 

私たちもつらいですが、一番心配なのは残された職場の後輩たち。ベテラン不在の現場では安全上のトラブルも

増えています。また、食事や休憩の時間も削られる一方で疲れきっていても、傷病休暇経験者が整理解雇の対象に

なったので、休めないのです。機内販売などのノルマが、客室乗務員にもパイロットにも押し付けられ、本来の保安

任務が脅かされています。このような状態で、安全安心な航空会社として更生をさせることは不可能です。 

皆さまのご支援で運動も広がりつつありますが、「更生会社なんだから」「今までいい給料をもらってきたのだか

ら」の声もあります。もっと広げていかないと勝てません。安全を守る、職場を守る闘いにご支援をお願いします。 

3月11日に発生した東日本大震災で亡くなられた多くの方々のご冥福をお祈りするとともに、避難生活を送る方々

へ心よりお見舞い申し上げます。日本のうたごえでは東北のうたごえの仲間への救援募金を呼びかけています。 

郵便振替00110-1-26538「日本のうたごえ全国協議会」※通信欄に「大震災救援金」と団体名等をお書き下さい。 

★ 2011年 3月13日 東京のうたごえ協議会総会★ 

三鷹市公会堂第 7 会議室にて、 ４３団体、71 名の参加で行われました。 午前中は方針提案のほか、

出版労連の前田能成さん（下写真）を講師に招き、東京都青少年健全育成条例についての特別講演。 

講演の中では、「販売規制が表現規制につながり、それは平和への危機につ

ながる」と、この条例が抱えている問題点や露骨な世論誘導、言論統制や共謀

罪につながりかねない危険性など指摘、「どんな表現も、それが何を伝えようと

しているのかを見極めることが大事。もちろん劣悪な表現活動もあるかもしれ

ないが、多くの人に受け入れられない表現と言うのは自然に淘汰もされてい

く」と語り、大震災後の報道や、チェーンメールへの対応についても「不確かな情

報を流すことを規制するのではなく、それらの情報から、自分達が真贋を見抜く

目を養わなくてはならない」と、規制が解決ではないことをわかりやすく語ってくれました。 

今回は、日本航空不当解雇撤回の訴えの時間もあり、争議団事務局次長の鈴木圭子さん（下写真）

と「あの空へ帰ろう」を歌って連帯、鈴木さんの目にも、私たちの目にも涙が浮かびました。 

午後は千葉から 2010年日本のうたごえ祭典 in ちば実行委員会が駆けつけてのアピ

ールも交えながら、討論の時間では２１人が発言。発言の中には「東京れぽぉーとを毎号楽

しみにしています」とうれしい言葉も。（詳しくは発言集がすでにお手元に届いているかと

思いますので、そちらもご覧ください。） 活動報告・方針、予算決算は満場一致で採択。

新年度役員体制も承認されました。また、「革新都政をつくる会」より要請のあった、小池

あきら東京都知事候補の協議会としての推薦が提案され、拍手で確認しました。  
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★ 2011年 3月6日 うた新まつり in 三多摩・青梅 ★ 

３月6日天気にも恵まれた午後、三輪編集長を迎え、初めて三多摩 

地域でうた新まつりを開催しました。総勢51名！よくぞ集まりました。 

昨年、中央区のうた新まつりに参加し、「これだったら三多摩でも」

と協議会で提案したのが昨年11月。 

それぞれの合唱団のスケジュール調整は難航、寒いけど3月にや 

ろうと決まり、内容は「中央区が築地のお寿司なら三多摩は多摩川のせせらぎを聞きながら『芋煮会』

を」と全員一致。「その後はみんなでお風呂にも入って！」と話は弾みました。 

舞台に立つ事が好きな団体は芋煮会だけでは人集めは出来ないと、合唱交流をする事に決定。当日

は創作曲「チヤレンジャー」の青海麦笛、1 位の入賞曲を見事に演奏した絹の道合唱団、予定が重なり

少ない人数でも頑張って歌った三多摩青年合唱団、町田うたごえ喫茶「広場」の司会、参加は一人でも

設営など奮闘した電通三多摩。青梅音楽を愛する 9条の会は芋煮の炊き出しを手伝ってくれました。 

もう一つのメインは、地域の活性化をと青梅信用金庫が発案した「美しい多摩川フォーラム」の講演。

多摩川渓流の桜名所の地図を作り観光客を青梅に集めようと計画、その中から生まれた「多摩川の

歌」を普及する運動は企業の枠を超えた取り組みで、うたごえの私たちにも共通する話でした。 

三輪編集長の講演は話題の日本航空の記事をどんな風に

追って行ったか、普段では聞けない記者としての話をユーモアも

交えながら語って頂きました。三多摩うた協、夜の懇親会は初

めて会う人も多く、次回に向けた大きなステップになりました。

麦笛は夜のレッスンを中止にして二次会に参加してくれました。 

      （三多摩うたごえ協議会 片山操子）

★ 2011年 3月 8日 国際女性デー中央集会 

３月８日、九段会館で行われた国際女性デーに、ギター

伴奏者として参加しました。女性のうたごえは開幕前に

「明日をこの手に」の歌唱指導、「早春賦」「アンジェラス

の鍾」「一本のペンで」、そして「明日をこの手に」で開幕

演奏を飾りました。集会後のパレードでは出発前に門前

で一人歌ってみたのですが、この日、メーデー歌集は全

然売れなかったのに（苦笑）、歌集も見ずに「明日をこの

手に」を歌う人の多さに驚きました！！  12.14 集会以降、

あちこちで歌われてきたことがわかります。 

その後、最後列を

歩く女性のうたごえ

のみなさんと合流

し、歌いながらあっと

いう間のパレードに

なりました。 

（東京のうたごえ協議会事務局長 大熊啓） 

★ 2011年 2月 28日 
      航空連春闘総決起集会 
うたごえ新聞でも報じられましたが、２月１４日、

日本航空の「整理解雇」撤回の春闘決起集会に

神奈川、千葉の仲間も加えて３０名以上のうたご

え支援が出来ました。「あの空へ帰ろう」の歌唱

指導と、連帯の心をこめた「闘うわれら」、全国

協作成の横断幕も力を与えました。取材中の三

輪編集長の傍らでむせび泣くキャビンクルーの

報告に「うたは闘いとともに」を実感しました。 

（東京のうたごえ事務局次長 外山靖雄）
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創立は 1958 年 11 月、今年で５３周年を迎えます。

大田、品川、目黒を中心に活動していますが、声がか

かればどこへでも！！組合の新年の旗開きをはじめ、演

奏の機会を積極的につくり、年間演奏回数は５０回を

越えることも。また、品川・大井町で、「お～いフィール

ドうたごえ酒場」を年４回開催、全国的に有名になっ

た「大塚うたごえ酒場」への協力も楽しくかつ重要な

活動のひとつ。客演指揮者に安達陽一先生を迎え今

年で４年目。昨年の長崎祭典での合唱発表会一般Ｂ

の銅賞受賞は本当に嬉しかったです。今年は１１月２日

（水）に「自由になるために」と題して、いつもの“きゅり

あん”（大井町駅前）で音楽会を開催します。皆さんど

うぞ聞きに来て下さいね。 

 

第 12回常任委員会報告 

2月 28日、第 12回常任委員会が 20人の参

加で行われました。 

この日の議題は、この間の活動のまとめ、

2011年度東京のうたごえ協議会総会に向けて、

うたごえ新聞拡大、組織活動・連帯活動、その他

についてでした。またこの日は、劇団わらび座の

方が、公演の訴えに来られました。 

この間の取り組みとしては、２月に行われた

2011 年度日本のうたごえ全国協議会総会の報

告を、参加した方々からしていただいた他、この

間の演奏活動の報告でした。特にこの日は航空

労組連絡会の春闘決起集会へ「あの空へ帰ろ

う」の演奏で参加したメンバーが会場から駆けつ

けての報告もありました。 

2011 年度東京のうたごえ協議会総会に向け

ては、活動総括と2011年度方針について議論を

深め、議案書を確定し、次年度体制の確認や当

日運営の分担を行いました。うた新拡大では、間

近に迫った「うた新まつりin青梅」の参加状況と、

まつりに向けての拡大目標をやりきる事を確認し

ました。組織の取り組みでは、三多摩の「くにたち

うた OH！会」より協議会加盟の申し込みがあり、

全員の拍手で加盟を承認。総会に向け、他の未

加盟サークルにも積極的に加盟の訴えをしていく

ことが呼びかけられました。 

連帯活動として、全国税労働組合の大会での

演奏依頼があり、取り組むことを確認。 

革新都政をつくる会より小池晃東京都知事候

補への推薦依頼が来ている事が報告され、対応

を論議しました。「政治的な提案で、団によっては

不団結を招くのでは」という意見も出され、会議

時間を大幅に過ぎての白熱した議論になりまし

た。その上で「提案すらしないのはおかしいし、提

案するからには方向性をもってするべき」という

意見にまとまり、推薦をしたいという方向で総会

の場に提案するとともに、推薦への反対意見に

ついては大切な意見としてしっかり尊重をしよう

ということが確認されました。 

サークル紹介 

南部合唱団 

★ 2011年 3月7日  

 がんばろうフェスタ総括会議 

１月23日に行われた｢東京のうたごえ2011新春が

んばろうフェスタ｣の総括実行委員会が行われました。

その中では、｢今回の様に最初から最後までうたう

会形式であれば、次はうたごえ喫茶の人も誘える。｣ 

｢聴かせる演奏がもっと欲しかった。｣ ｢民謡や郷土が

あると誘いやすい。｣ ｢職場の仲間も連れてくるには

厳しい日程。｣ ｢目黒区民ホールは使いやすい、来年も

使いたい。｣ ｢最後の延長うたう会は半端で残念。ホー

ルの食堂を使った二次会にすれば、もっと歌いたい人

の要求に応えられたのでは。｣ ｢より多くの人が、舞台

に出られるようにしたい。｣ 等の意見が出されました。 

第 3 回目となる次回の新春がんばろうフェスタは、

2012年1月22日開催予定です。より楽しいがんばろ

うフェスタに向けて、みなさんからも、ご意見・ご感想、

ご提案などありましたら、ぜひお寄せください。 
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メーデー歌集を活用してのうたう会各地で！！（東部の取り組みより） 
電車運行の乱れや、計画停電など、様々な影響がある中、３月１８日（金）東部うたう会を

曳舟の墨田生涯学習センターの多目的室で開催しました。 

「何人来れるか分からないが、集まった仲間でやれることを」と会場準備をしていると、

仲間が一人、また一人と顔を出します。メーデー歌集の定番曲を歌っている内に、仕事をや

り繰りしたり、何回も電車を乗り換えて駆けつける仲間が続々…。やがて、満員に。 

「闘うわれら」「あの空へ帰ろう」を歌って、日航争議団の仲間のお話を聞きました。「着

陸しようとするとき地震で滑走路が波打っていることに気づいた経験があります。安全な

フライトのために、管理職と『余裕をもって燃料を積むぞ…』と渡り合える人間がいなくなったら…」 

「東京を変えよう」の思いをつなぐテーマ曲『明日をこの手に』等、新しい曲を覚えて歌ってみました。『言葉にか

えて』や『町』を歌うと、想いは、寒さの中で厳しい避難生活をなさっている方々のもとへ…。何かできることをと急

遽呼びかけた支援カンパには、１３０００円余りが寄せられました。大変な時だけど、集まって歌うと元気が出てくる。

やっぱりやってよかったです。                                               （合唱団ＴＯＳＥＩ 佐宗弘雄） 

☆被災地に心を寄せられる歌も満載の2011 メーデー歌集、ぜひ職場や地域で大きく普及を！！☆ 

 

♪おたよりありがとう♪  

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.106、107、中央合唱団より「たいまつ」、合唱団白

樺より「БЕРЁЗКА」Номер1、みなと合唱団より「ハーモニー」NO.272、東部のうたごえ実行委員会より｢東部のう

たごえだより｣⑫、南部合唱団より「なんぶ」NO.759、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第 21 号、22 号をいた

だきました。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）  

4月 04 日（月） 第１回事務局会議 東京のうたごえ協議会事務所 

4月 05 日（月） 北部のうたごえ協議会総会 豊島勤労福祉会館 

4月 06 日（水） 東京紫金草合唱団うたごえ喫茶 赤羽労音喫茶パンプキン 

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 10 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

4月 11 日（月） 第１回常任委員会 音楽センター会議室 

4月 12 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

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 

4月 23 日（土） ～24日（日）全国・東日本郷土講習会 千葉県銚子市犬吠埼ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 

4月 24 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

4月 25 日（月） 統計オンチコーラスメーデーうたう会 統計センター 

4月 26 日（火） 北部のうたごえメーデーうたう会 赤羽北区民センターふれあい館 

4月 26 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

4月 27 日（水） 第２３回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

4月 27 日（水） 狛江メーデーうたう会 狛江みんなの広場 


