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ジメジメシトシト、今年の梅雨は節電の影響でどこも空調を抑えているせいか、部屋の中は例年よりも蒸し暑いので

すが、外は少しさわやかな気がします。食べ物も身体も「いたみやすい」季節、体調管理には充分気をつけましょう。♪ 

★ 2011年 6月 13日 東京のうたごえ事業部企画・新商品うたう会★ 

  事業委員会では事業活動の活性化を目指して、音楽セ

ンターから発売された商品を詳しく知る機会をもとうと

「新商品うたう会」を開催しました。 

 当日は約10名が参加、エーちゃんが作成したパワーポイ

ントによる歌詞や映像を見ながら、新しい商品の曲を聞い

たり歌ったりしました。やはり映像を見ながらだと、商品や

アーティストに対する理解もより深まりますね。さらにお客

さんとして来ていただいていた山之内重美さんから、北川

翔さんの CD「バラライカ」や楽譜集「ふるさとの山影」に掲載されている曲について、ボクよりもわかりやすく詳し

い解説をしていただきました。これもご参加いただいた方には大変参考になったと思います。 

 事業部では今後も参加して楽しい企画を開催していく予定です。みなさんのご参加をお待ちしています。 

（東京のうたごえ協議会事業部 山田秀樹） 

★ 2011年 6月 11～12日 東京のうたごえ創作合宿 

 ６月１１日（土）～１２日（日）、東京のうたごえ創作合宿が「隅田川ユースホステル」で行われました。参加者は９人。 

今回「歌うこと、創ること」のお話をして下さったのは横井久美子さん。ギターを背負って「こんにちは！」と気さく

に登場、「あら、参加者が少なくて残念ねー」と言いながら、深いお話をたくさんして下さいました。「私がソロで歌

いはじめたのは 1969 年。☆生活の中から、☆世界各地をまわって得たもの、☆たたかいの中から、この３つをずっ

と歌の柱にしてきました。オリジナルの曲もたくさん創りましたが、『このテーマで創らなければ、届けなければ』と

いう意識はありません。私にできることは歌うこと。たたかいの現場に行き、思いを同じにするところから、たたか

う人たちの強さが自分の中に入ってくるのです。いたたまれなくなって何か行動すること、いても立ってもいられ

ない自分の気持ちを歌にすることが、ものづくりの原点ではないでしょうか。社会的テーマに寄りかかりすぎず、

自分が今いちばん心を揺さぶられ、創らずにはいられないことをみなさんも歌にしてほしい。」 

このお話はその後の実作に影響を与え、２日め終了時にはいくつかの作品と詩が発表されました。「雲取フニク

ラ」（大森）「うでまくらの歌」「収束見通し絵描き歌」「ヨウユウ節」（大熊）、「あーぬーくーぬー節」（轟）、沖縄の詩

（大野）、震災と生きることの詩（井澤）、命と生きることの詩（宇津野＆永井）、まとまった作品ができなかった前回

（一昨年）に比べたらすごい進歩です。東京のオリジナルコンサートやそれぞれの合唱団の企画で発表できるよう、

推敲を重ねていこうということになりました。今回合宿に参加できなかった皆さんも、ぜひ「自分の心を揺さぶら

れること」「言わずにはいられないこと」を詩に、歌にして届けていただきたいと思います。 

（東京のうたごえ協議会創作部責任者 轟志保子） 
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東京のうたごえ創作合宿に参加して （中央合唱団 井沢志歩） 

横井久美子さんのお話の中で、「ネアンデルンタール人は言葉ではなく歌を歌っていた、言葉より歌が先であっ

たという説がある」というのが、想像力をかきたてられて印象に残りました。また、「集会などにおいて音楽や文化

は、公演の前座だったり演奏時間を短縮されるなど軽んじられていることが多くあるが、30分の演説より５分の歌

のほうが伝わることもあると私は思っています。歌の力を信じて闘っていきましょう」という話には、演奏に対する

覚悟と責任感、音楽の力（善悪問わず）について考えさせられました。 

 肝心の実作は、私は事前の準備が悪く、その場の勢いでもなかなか思いつかず、納得のいくものがさっぱりでき

なかったので、今後こうした機会がある場合は、これを創ろうと用意周到にしていこうと思いました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

★中島修一さんを囲むうたごえ 

のつどい（6/12 墨田区） 

 

 

 

 

 

 長年務めた音楽センターを退職した

中島修一さん、東部地域の仲間が中

心となっての温かなつどい、お子さん、

お孫さんと３世代での演奏も。 

★女性のうたごえ 

東京連絡会第１２回総会 

 

 

 

 

 

2 年に 1 度行われる総会、各

サークルの活動を交流しました。

（6/12 みなとリーブラ） 

★東日本大震災支援行動 避難所に歌をとどけに 

 6 月 14 日、埼玉県加須市の旧騎西高校にて避難生活を送っている福島県双葉町の皆さんに歌を届けようと、

杉並ぞうれっしゃ合唱団を中心に、合唱団この灯、みなとぞうれっしゃ合唱団、そして埼玉のうたごえの仲間も加

わり、25人以上の仲間で避難所を訪ねました。 

 この日、うたごえを訪ねてくださった方は、双葉町の方が３人と、ボランティア

として関わっている若者１人。聞いてみると、避難所には毎日のように演奏やパ

フォーマンスの申し入れが来ているようで、複数の場所で並行してやっているよ

うでした。次々にやってくるこうしたアトラクションが、今では避難者の心の負

担になってきてるのではと、少し感じました。 

 それでも、参加してくれた４人は歌うことを楽しん

でくれました。ほとんどの曲にハーモニーをつけて歌っていた女性は、地元双葉町の合

唱団で40年間歌い続けてきたベテラン。「合唱団の仲間はこの避難所にはいなくて、

私一人。今日は合唱と聞いて飛んできました！」、この人のために出来ることが、うたご

えにはあるのではないかと思いました。 

 私は避難所にギターをプレゼントしようと一本持ってきたのですが、「全員に配れるものでないと町としては受け

とれない、個人的になら」ということで、「みんなで歌うと元気になりますね！」と感想を語ってくれたボランティアの

若者にギターをたくしました。「欲しい人はいると思います、探してみます！」と快く受け取ってくれました。 

 もちろん、これで終わりではなく、また改めて訪ねて行きたいと思います。 （東京のうたごえ事務局長 大熊 啓）

★職場のうたごえ 

東日本練習会 

 

 

 

 

 

祭典に向け「風雪」「あの空

へ帰ろう」の練習会は 50 人が

参加。（6/4 文京区） 
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統計オンチコーラスは、総務省統計局、独立行政法人統

計センターの職員及びＯＢで構成する職場のうたごえサー

クルです。創立は、1954 年で、厳しい職場環境の下、昼休

みに裏庭に集まって歌ったのが始まりです。 

現在会員は 9 名（女７、男２）ですが、半数以上がＯＢで

す。会員の中には、創立者の一人がいて、毎週レッスンに

来ています。また、合唱発表会のときには、助っ人ＯＢがき

てくれます。レッスンは、高橋一美先生指導のもと、職場の

会議室で毎週1回昼休みと、生涯学習会館で月1回夜間

に行っています。みんなで楽しく歌ってリフレッシュできれ

ばと思っています。 

東日本大震災の影響で、会議室がこわれて使用できな

くなり、目下のところは、組合事務所を借りてレッスンして

います。日本のうたごえ祭典には、毎年、会員以外の人も

誘って参加しています。今年も、千葉祭典、楽しみにしてい

ます。                               （藤川ユキ子） 

 

 

第 ３ 回常任委員会報告 

6 月 6 日、第３回常任委員会が 16 人の参加で行

われました。議題は、この間の活動のまとめ、6/26

のサークル代表者会議に向けて、うた新読者拡大、

今後の取り組み、その他連帯活動についてでした。 

この間の取り組みとしては、東日本合唱講習会に

ついて、東京として参加の取組みがやや弱かった事

が反省として出され、事前に講習会のイメージを伝

えるなど、次年度は改善をして行きたいと思います。 

サークル代表者会議に向けて、議題の整理と、当

日の運営体制についての確認を行ないました。この

会議の中でも大きな議題になるうたごえ新聞拡大

の取り組みについては、サークル内での未読をどう

克服していくかが論議され、東京としては当面 1700

人読者を一刻も早く回復することと合わせて、サー

クル単位の分局建設の推進が確認されました。ま

た、やはり未加盟のサークルは総じて購読率が低い

傾向があることから、加盟と合わせて呼びかけます。 

ちば祭典に向けては、賛同金の早期達成、グレート

ジャーニー練習会、7/4 の日航労働者を励ますつど

いでの演奏参加が呼びかけられ、今後の取り組みで

は、関東交流会、東京創作合宿、「新商品うたう会」

の参加集約が行われました。また、脱原発の集会や

被災地支援の行動、国民平和大行進東京コースな

ど７月以降も様々な行動が予定されています。 

サークル紹介 

統計オンチコーラス 

★ 私たちの活動の糧＝うたごえ新聞の読者の輪を今こそ拡げましょう！！ 

うたごえ合唱団に籍を置いているととにかく色々な要求が多いですね。チケット普及、講習会参加、夏期カンパ、賛

同金、そして毎度おなじみのうた新拡大運動が只今全国展開中です。うんざりされている方も多いと思いますが、ここ

はもう一度原点に立ち戻って考えてみてはいかがでしょうか。 

合唱団員ですから、上手に歌を歌いたい、聴いている人に感動を与えたい、と考えますね。ここにもう一つ、うた新を

通してのみできる事があります。それは、全国で同じような思いで歌をうたっている仲間との連帯、それと最近では、森

村誠一さん、夏樹静子さんらの著名人にも支えられているという誇り。技術に支えられた縦糸と、連帯・誇りという自信

の横糸を織り上げて「うたごえは平和の力」の旗が出来上がります。 

縦糸だけでは吹き流しになってしまいますね。うた新でのみ得られる横糸を是非合唱団員の全員が、そして、私たち

を支えてくれる人たちにお薦めください。 

そうそう、ご存知ですか、うた新ホームページ。本紙は毎週金曜日に印刷が上がって皆さんのもとに発送されますが、

ほぼ同時にホームページにも、1面のアウトライン、主要な写真がカラーで、ヘッドラインが掲載されています。 

近い将来、うた新が全面カラー化に至るまでの補完機能として、HPの豊富な写真との併読はいかがでしょうか。 

三輪編集長の取材裏話のブログも好評ですよ。            東京のうたごえ協議会事務局次長 斉藤一正）
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グレートジャーニー練習会のお知らせ   
2011 年日本のうたごえ祭典 in ちばのメイン曲「グレートジャーニー」を、1000

の大合唱で成功させるために、東京でも練習会を開催しています。 

6月20日、音楽センター地下ホールで行われた練習会には約40人が参加、東

京のうたごえ協議会では 7 月 5 日（火）夜 18：30 より、音楽センター地下ホール

で第２回の練習会を行います。ぜひご参加を！（参加費1回500円） 

また、7月13日（水）には、池辺晋一郎さんを招いての練習会が、千葉県千葉市

美浜文化ホールにて 18：00 より行われます。（ＪＲ京葉線「検見川浜」徒歩 8 分、ＪＲ総武線「新検見川」よりバスで

10 分「美浜区役所前」下車）池辺さんを招いての練習会はこの 7/13 と、10/21(金)の２回しか、今のところ予定さ

れておりませんので、貴重な練習になります。（練習参加費は500円、グレートジャーニーの楽譜をご用意下さい） 

 

♪おたよりありがとう♪      

  今月は、女性のうたごえ東京連絡会より「女性のうたごえ東京連絡会ニュース」、合唱団しじゅうからより「しじゅ

うから」第２６号・２７号・２８号、南部合唱団より「なんぶ」NO.761、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュー

ス」NO.110、みなと合唱団より「ハーモニー」NO.274、NO.275、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер3、Номер4、

Номер5 をいただきました。 

団機関紙、ニュースなど東京のうたごえ協議会までお寄せ下さい。よろしくお願いします。 

♪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）  

6月 26 日（日） サークル代表者会議 北区中央公園文化センター 

6月 26 日（日） 第４回四役会議  

6月 27 日（月） 東京のうたごえ創造拡大会議 音楽センター会議室 

6月 28 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

7月 02 日（土） 原発ゼロをめざす7・2緊急行動 明治公園 

7月 02 日（土） ビーカー＆かっちゃんコンサート 調布市文化会館たづくり12階大会議場 

7月 03 日（日） 男声合唱団うでまくら1stコンサート 新宿区戸山生涯学習館ホール 

7月 03 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

7月 04 日（月） 第４回常任委員会 音楽センター会議室 

7月 05 日（火） グレートジャーニー東京練習会② 音楽センター地下ホール 

7月 06 日（水） 東京紫金草合唱団うたごえ喫茶 十条労音喫茶パンプキン 

7月 07 日（木） 合唱団ＴＯＳＥＩグレートジャーニー公開練習 墨田生涯学習センター別館多目的室 

7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 

7月 17 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

7月 18 日（月） 2011非核・平和をうたうつどい 日比谷公会堂 

7月 22 日（金） ～24日（日）憲法フォークジャンボリーin東京 労音会館R'ｓアートコート 

7月 26 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

7月 27 日（水） 第２６回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 


