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震災から 1 ヶ月以上が経ちましたが、まだまだ険しい道のりです。5 月に取り組まれるメーデー・憲法集会、国民平和

大行進なども、復興支援を意識したものになります。「うたごえは生きる力」をスローガンにしている私たちうたごえは、

今こそなにができるのかを考えながら、積極的に行動を起こしていきましょう！  

★東日本大震災 支援行動各地で★ 

3月11日に発生した東日本大震災、日本のうたごえ全国協議

会では震災翌日に「被災地の為に今出来ることを！」と全国に発信。

東京のうたごえでも早速、3月13日東京のうたごえ協議会総会

で 38,780 円の救援募金が集りました。その後、東京中のサークル

で支援の行動が始まっています。 

■うたう会で、駅頭で、うた新読者にも募金の呼びかけ 

東部のうたごえでは 3/18 の東部うたう会で募金を呼びかけ、

うたごえ新聞東部支局はうた新代の請求書に募金の訴えを一緒に入れて送ったところ、4 月 1日時点で 51,069

円が寄せられました。（うたごえ新聞4/18号でも紹介）、にんたま合唱部では3/20 に行なった「卒業うたう会」で

の黒字を全額救援募金にしたほか、駅頭で歌って募金を呼びかけました。街頭行動は南部合唱団も取り組んでい

ます。調布狛江合唱団は狛江市が取り組む募金活動に歌っての協力を呼びかけられ、地域の音楽サークルと一緒

に募金活動。他にも練習会や会議の中で募金が呼びかけられ、東京では現在20以上のサークルから約100万円

の募金が集りました（うたごえ救援募金以外への募金も含む）。すでに日本のうたごえ全国協議会を通じて岩手・

宮城・福島のうたごえに届けられた救援募金は、家屋を失った仲間への見舞金や、救援物資や炊き出しの買出し、

避難所などへの演奏活動の際の活動資金として、被災地を励ましています。 

★被災地からも「励まされた！！」の声、この新聞を今こそ読み・つくり・拡げよう★ 

うたごえ新聞では4/4号から4/18号まで、3週にわたって「東日本大震災被災者支援特集」を組み、現地の様

子や、全国各地の支援の取り組みを報道しました。「歌っている場合か」という自粛ムードが漂う中、被災地では

「今歌わないでどうする！」とばかりに、避難所でのうたう会などが取り組まれる様子は、逆に全国を励ましました。

そして被災地でも全国の取り組みに大きく励まされているという声が寄せられています。宮城では文化行事の自

粛を考えていた主催者の方がうたごえ新聞を

読んで｢やっぱり歌わなくちゃ！」と考えを変えて、

うたごえに演奏依頼が来たとのこと。 

私たちの行動が被災地への励ましになり、そ

の取り組みをうた新に投稿することが、そして

この新聞を読む人が増えることが、被災地の

仲間の活力になり、復興の大きな力になるはず

です。今こそ、行動→投稿→拡大の輪を！！ 
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★ 2011年 4月5日 北部のうたごえ協議会総会 ★ 

4月5日、北部のうたごえ協議会総会を加盟14団体中12団

体21名の参加で開催しました。 

新婦人板橋支部コーラスあじさいの栗原さんを議長に、東

京のうたごえ協議会大熊事務局長の「大震災でこんな困難

で苦しい時だからこそ、うたごえらしく明るく元気に支援をし

て、一緒に頑張って行こう」という挨拶から始まりました。 

続いて２月の全国総会に代議員として参加した日本シニア合唱団の杉山さん、東京紫金草合唱団の鰐部さん

から、来年は是非参加したいと思わせるような楽しい感想や意見が述べられ、千葉祭典の成功に向けて頑張って

行くという報告がされました。各サークルの発言では、この自粛の中でレッスン会場に窮していること、計画してい

た行事を実施するかどうかで悩んだこと。そして自粛より開催する事の方がむしろ応援になると、うたごえの持つ

力をみんなで再確認しました。また、うたう会やうたごえ喫茶が広がっていますが、継続のむずかしさと大切さが

出され、ますますうたごえを広げて行こうと、総括、方針を満場一致で確認をして、新たな一年をスタートしました。 

（北部のうたごえ協議会 山田千賀子）

★ 2011年 4月17日 三多摩のうたごえ協議会総会 ★ 

4月17日、三多摩うた協総会が加盟６団体、オブザーバー

2団体、総勢12名で行われました。 

今まで合唱発表会だけのうた協会議でしたが、この1年は

メーデー、NPT、スクラムコンサート、うた新フォーラムと顔を合

わせる機会も多く、各団体、サークルの情報も活発に交流が

出来ました。 

3月に行われた三多摩うた新フォーラムin青梅は、地域の活性化を促進したいという事から青梅の銀行が立ち

上げた「美しい多摩川フォーラム」の講演が感動的だったいう話も出ました。しかし最近、銀行内ではこの不況によ

る財政困難を理由に、「多摩川フォーラム」を考案した職員の方がバッシングされているという事実を聞き、「せっか

く良い事をした銀行だからわざわざ定期預金をしたのに…」という笑えない話も。私たちに出来る事は何か、地域

と一体化した取り組みをして守って行きたいと話合いました。 

来年のがんばろうフェスタは三多摩地域でもやりたい、オリジナル曲だけのコンサートをやりたいね等の活発な

意見も沢山出されました。                                       （三多摩のうたごえ協議会 片山操子） 

♪ 季刊日本のうたごえ No.152 のお知らせ ♪ 

 うたごえ運動の理論誌として年４回発行している「季刊日本のうたごえ」の最新号、

No.152 が出来ました。今号は、２月に開催された 2011 年度日本のうたごえ全国協議

会総会の特集がメインです。高遠菜穂子さんの記念講演「命に国境はない～イラク戦

争とはなんだったのか」、総会に来れなかった人にはぜひ読んでもらいたい！ また、総

会の討論での発言も全て収録。全国の取り組みがよく分かります。うた新4/18号で東

北の仲間が復興への想いを込めて歌い交わした「ふるさとの山影（ジグーリ）」の合唱・

伴奏譜も掲載！ お求めはサークル担当者か東京のうたごえへ（1冊824円）。 
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第 1回常任委員会報告 

4月11日、2011年度第1回常任委員会が15

人の参加で行われました。夕方に大きな余震があ

り、交通機関の影響で来られなかった方もいて、や

や少なめの参加となりました。 

議題は、この間の活動のまとめ、2011 年度東

京総会の総括、協議会体制と会議の持ち方、当面

の取り組みについて等でした。 

この間の取り組みは、うた新まつり in 青梅、国

際女性デーでの女性のうたごえの演奏、そして北

部のうたごえ協議会総会の報告がされました。 

東京のうたごえ総会の総括は、震災直後でど

れだけ集るか心配されましたが、例年並みの参加

人数だったこと、その後計画停電などを考えると、

延期せずに良かったという話が出ました。学習会

は「なかなか難しいテーマで最初はピンと来なか

ったがだんだん分かってきた」という感想があり、

討論については、良い発言が沢山あったが、もっと

深める時間も欲しかったとの意見も。 

今年度体制については、各専門部への常任委

員の割り振りの他、常任以外の人の協力も得ての

運営のあり方、それぞれの部門の役割について深

めていくことも提案されました。 

会議の持ち方として、月一回の常任委員会の

日程案と、次年度の総会日程案に加え、サークル

代表者会議を今年は 2 回開きたいという事で、

6/26（日）と 10/22（土）の日程が提案されました

（会場や時間については未定）。 

当面の取り組みに向けて、メーデーや憲法集

会、平和行進などの演奏体制についてや、うた

新・季刊の拡大やメーデー歌集を中心とした事業

普及、各講習会や関東交流会などの取り組み状

況が報告されました。特に「ちば祭典」の賛同金の

取り組みについて、震災救援募金との関係から、

やや遅れており、改めて呼びかけを強めることが

確認されました。 

また、東日本大震災については、支援活動の交

流、計画停電や節電で多くのサークルが練習に支

障を来たしていることについて、協議会としてどう

対応するかが論議されました。 

計画停電、節電で練習ができない！！ 

「練習難民」にならないために 

 原発事故の影響で東京・関東の電力供給能力が大幅

に下がり、４月初旬まで東京では多摩地域と足立区・荒

川区など23区の一部で「計画停電」が行われた関係で、

ほとんどの公共施設で夜の貸出を自粛あるいは停止と

いう事態に。そのため、サークルによっては 3/11以降、一

度も練習が出来ていないというところも。 

 現在、計画停電は終了し、夜間の貸出を再開する施設

も増えていますが、夏の電力不足の懸念もあります。 

 いくつかの地域・サークルに、どんな対策をしているか

も含めて、状況を聞いてみました。           （事務局）

 足立区内のサークルは計画停電のあおりを受けて、ほ

とんどのサークルで練習困難に、足立教育会館を使って

いた足立ピースフラワーも「いつ停電になるか」とビクビ

クしながらの練習でした。現在、地元の労音や音楽団体

と一緒に改善の申し入れをしようと話し合っています。 

 合唱団北星では「利用の自粛を」という会館側に「は

い、自粛して電気もなるべく暗くして、早めに終わります

から･･･」と、なんとか継続して会場を使いました。 

 私鉄池袋ターミナル合唱団は夜の練習を諦め、夜勤明

けの昼間に集って練習をすることに。 

 北区ではこれまで夜間も使えていたのが「6 月から夜

間の受付を見合わせます」との通達。ローズウェーブでは

区議に相談し、「市民のサークル活動の存続が脅かされ

る」と、区議会で話題にしてもらうことに。 

 みなと合唱団は練習会場の小学校が「当面」使用停

止。区内の施設が借りられないときは団員が住む団地の

集会室などを探しています。 

 絹の道合唱団は夜の練習が難しく、当面土日の午後の

時間に振り替えています。3 月に予定していたミニコンサ

ートは止むを得ず中止に。 

 調布狛江合唱団はピアノ・防音の部屋を持っている知

人宅を借りてなんとか練習を継続しました。 

 ♪それぞれが様々な対策を

立てながら活動しています。 

同時に、各自治体や都に

対しての申し入れなどの取り

組みも大事ですね。 
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■東京のうたごえ創作合宿2011、計画中です 予定表にチェックを！！■ 

「うたごえは生きる力」「うたは闘いと共に」「うたご

えは平和の力」が、今まさに求められています。 

2 年ぶりに東京のうたごえ創作合宿を開催します。

初心者歓迎 ！！ 一緒に新しい歌を創りましょう ！！ 

 

♪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.108、みなと合唱団より「ハーモニー」NO.273、

南部合唱団より「なんぶ」NO.760、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第23号、24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）  

5月 01 日（日） 中央メーデー 代々木公園 

5月 01 日（日） 三多摩メーデー 井の頭公園 

5月 03 日（火） 憲法集会 日比谷公会堂 

5月 04 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 

5月 06 日（金） 国民平和大行進出発式 第五福竜丸前→港区役所前 

5月 07 日（土） 国民平和大行進２日目 港区役所前→川崎市役所前 

5月 07 日（土） 絹の道合唱団みんなの街で音楽会 コール田無 

5月 08 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

5月 10 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

5月 18 日（水） 第３５回大塚うたごえ酒場 大塚ラパスホール 

5月 20 日（金） 合唱団ＴＯＳＥＩうたごえ喫茶 東あずまフラウ 

5月 21 日（土） ～22日（日）東日本合唱講習会 千葉 

5月 22 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

5月 24 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

5月 25 日（水） 第２４回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

5月 30 日（月） 芹洋子と歌おううたごえ喫茶 東武ホテルレバント東京 

6月 01 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 

6月 05 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

6月 12 日（日） 中島修一さん出発コンサート 曳舟文化センターレクホール 

6月 14 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

6月 18 日（土） 第17回うたごえ酒場お～いＦＩＥＬＤ ＦＩＥＬＤ 

6月 19 日（日） 江戸やっこまつり 目黒区民ホール 

6月 19 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

6月 22 日（水） 第２５回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

6月 24 日（金） ～26日（日）全国指揮者・教育者講習会 長野県松本あがたの森 

6月 25 日（土） 足立保母つくしんぼコンサート 竹ノ塚地域学習センター 

6月 28 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

6月 11日（土）・12日（日） 

隅田川ユースホステルにて（浅草橋駅より徒歩5分）

チューター、参加費は現在検討中。詳細次号。


