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暑い毎日、お元気にお過ごしでしょうか？ ♪例年よりも熱中症が大きく増加しているそうです。こまめに水分補給を！ 

2011年 6月 26日 東京のうたごえ協議会サークル代表者会議★ 

２２合唱団から32人が参加。大震災直後の3/13に行われた東京のうたごえ2011年度総会以降、東京中からサ

ークルが集まるのは久しぶりでした。それぞれのサークルで頑張っている点、悩んでいる点など、日々の活動報告

を通した相互交流の中には、合唱団活動、うた新拡大などのヒントが沢山ありました。 

 まずは参加サークルの自己紹介と、「ごく手

短に」活動報告でしたが、各団体の多彩な取

り組みは手短には済みません。創立 10 周年

コンサートに向けて花笠踊りにも取り組んで

いる日本シニア合唱団、国鉄とのジョイント

祭典に初めて取り組む私鉄のうたごえ。上

野に「平和の灯」を灯して 20 年目の「非核・

平和のつどい」の報告は合唱団この灯、そし

て今回欠席の杉並ぞうれっしゃ合唱団からも文書報告が。コンサートで団員拡大の新婦人北支部ローズウェーブ、

同じく新会員獲得の統計オンチコーラス、「団塊世代が入ってきて人数が増えました」と新婦人練馬コーラスミール。

合唱団しじゅうからは今会議に 4 人も参加で意気込み充分、しかし練習会場確保の

悩みが語られました。調布狛江合唱団は地元で途切れていた平和イベントの復活に

団をあげて取り組んでいます。各合唱団のコンサートを「仲がいいのでみんなで取り

組んで成功させています」と語るのは東部のうたごえ。足立のうたごえ祭典は今年

30 回目を迎えます。絹の道合唱団は、地元を中心に震災支援チャリティーコンサート

に複数回取り組みました。「来年は地域合同で参加したい！」と意気込みを語る西部

のうたごえ連絡会。みなと合唱団は積極的に地元に根ざした活動を展開中。 

 活発な報告が続く一方で、団の高齢化などの悩みも垣間見えました。 

うた新拡大では、三輪編集長から「この間、『一問クイズ』を通して、紙面の感想や

意見・苦情が倍近く寄せられている。反響があるのは良く読まれている証。これを糧に、励ましにして、皆さんの活

動を伝える良い新聞を作って行きたい」との話を受け、読者実態把握や、多くの読者をかかえた迅速な配達体制

などの苦労話を交流。その中で、合唱団この灯やしじゅうからでは「団内の購読状況を正確に掴むには、やはり分

局の必要性を感じる」と、積極的な意見が。また東京紫金草合唱団からも「中国公演でみやぎ紫金草の岡村さん

が、自身も東日本大震災で被災して大変な中、参加者にうた新を増やしている姿に『見習わなくては』と感じた」と、

拡大に向けての意気込みも。東京では、この日から8月9日までに 50人の読者拡大を目指すことを確認しまし

た。 

合唱発表会に向けては、各地域が参加団体の輪を広げる工夫をしていることや、ちば祭典の合同曲を覚える時

間を設けている事が報告されました。特に中央区や新宿では、公民館などを利用しているサークルにも参加の声を

かけています。 次回のうたごえサークル代表者会議は、10月22日（土）。ぜひ今からご予定ください♪ 
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 ★7月 4日（月）東京で行われた練習会 

およそ４０名の参加でした。 

指揮者の服部安宏さんも練習参加者もクール

ビズでしたが、暑い＆熱い練習でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

★1000人の「Ｇreat Journey」成功させよう！ 

 「Ｇreat Journey を歌う合唱団」の練習会は、この間東

京でも2回開催、少しずつ歌い手の輪が広がっています。 

 ７月１３日、千葉の美浜文化ホールで行われた池辺先生指

導の練習会には開催千葉を中心に２００名が参加、東京から

も４０名程が駆けつけました。東京のうたごえでは、サーク

ル代表者会議で出された「練習会をもっと開催して欲しい」

との要望も受け止めて、毎月１回の練習会を計画しました。 

ちば祭典のメインであるこの大合唱をぜひ一緒に！！ 

 今後の練習日程は以下の通りです 

８/２３（火）・９/６（火）・１１/１（火） 

↑いずれも18:30～、会場は音楽センターホール 

１０/１０(祝)会場時間未定、この日は、Great 

Journey以外の合同練習も検討しています。 

池辺先生指導の練習会は 

１０/２１（金）18:00～行徳文化ホールです。 

     

 

 

 

 

 

 

▲200人の参加で成功した千葉の練習会 

★東京・平和と交流のテーマパーク 2011へこぞって参加しよう♪ 

「東京から平和と国際友好を発信するイベントを！」と、東京の平和団体・国際交流団体などが集まって、昨年初

めて行われた「平和と交流のテーマパーク」、今回のメインは、ＴＢＳテレビ「サンデーモーニング」のコメンテーターと

しても活躍されている、江戸文化研究家でエッセイストの田中優子さんを招いての「江戸から考える非戦」です。 

８月２７日(土)14：00～ けんせつプラザ東京５Ｆ会議室にて（東京土建会館） 

（大久保駅徒歩３分、新大久保駅徒歩８分、新宿区北新宿1-8-16）

参加にはテーマパークのパスポート（1 部 1.000 円）と、事前の申し込みが必要ですが、このパスポートは、これだ

けではなく、実行委員会に参加している関係団体の主催イベントが、無料になったり割引になったりするお得な物！

東京のうたごえ合唱発表会（10/2 板橋文化会館小ホール）の鑑賞も無料になります！（出演は適応されません） 

パスポートのご注文、またメイン企画への申し込みは

東京のうたごえ協議会までお願いします。 

どんなイベントが無料・割引になるかは、ＨＰもご覧

下さい。（http;//peace-park.main.ne.jp/） 

8 月～10月開催告知 

東京指揮考座 
最近は、ちば祭典の曲も課題曲に。祭典に向

けた練習にもなりますよ♪指揮の基本から学べ

ます。歌い手・見学も大歓迎です！！ 

8月 28日（日） 16：00～ 音楽ｾﾝﾀｰ地下ﾎｰﾙ 

9月 24日（土） 会場・時間未定 

10月 23日（日）16：00～ 音楽ｾﾝﾀｰ地下ﾎｰﾙ 

○講師：渡辺享則さん（長野合唱団指揮者） 

○指揮受講：3.000円、歌い手・見学1.000円 
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★7月22日～24日 Ｒ‘ｓアートコート 

憲法フォークジャンボリーin 東京2011 

全国憲法フォークジャンボリーとは別に、東京単位で開

催するようになって5回目の今年は、開催地である新宿か

ら東京土建バンドや、ルーテル東京協会の牧師さんも参

加するなど、またひとつ参加の輪を広げた取り組みとなり

ました。今回は「若者たちを集めよう」と 10 代・20 代の出

演者のみの日も設定して 3日間の開催。 

うたごえからも南部合唱団九条の会や、茨城からヒュ

ーマンファーマーズも参加し、ちば祭典で歌われる「あの空

へ帰ろう」「食糧主権が世界を救う」などを演奏しました。 

（東京のうたごえ事務局長 大熊 啓）

 

第 4 回 常任委員会報告 

７月４日、第４回常任委員会が 19 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、

地区と東京の合唱発表会に向けて、組織・創造・う

た新拡大について、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、6/11・12 に行われた

東京のうたごえ創作合宿や、6/13 の新商品うたう

会の報告がされました。どちらも参加者組織につい

て大きな課題が残り、準備期間をしっかり設けること

や、中身を伝える参加呼びかけが必要であるとの意

見が出されました。特に創作や事業普及は東京のう

たごえの運動方針でもあるので、「興味ある人や、

参加したい人集れ～！」だけではなく、方針として合

唱団・サークルに受止めてもらい、送り出してもらう

ような取り組みにしようという論議がされました。 

また、先立って行われた創造会議と組織会議、そし

てサークル代表者会議で交流された意見などを踏ま

えて、うたごえ70周年に向けた東京のうたごえのイ

メージを語り合いました。うた新拡大についても、加

盟促進についても、「東京の運動を拡げる」と、我が

事として受止めてもらうことが大切です。 

合唱発表会に向けては、地区の取り組みの交流

がされたほか、大ホール・小ホールの使い分け、一般

の部の A・B の考え方や、交流の部、オリジナルコン

サートなどについて、また講評委員について論議をし

ました。詳しいことは合唱発表会小委員会で深め、

次回常任委員会で再度確認をすることにしました。 

今後の取り組みとして、ちば祭典に向けては、特別

賛同金が目標に対して超過達成したことが報告さ

れ、またグレートジャーニーについては東京のうたご

え協議会主催の練習会を月１回で行うことが確認さ

れました。（2面記事参照） 

来年東京で開催される関東・東京のうたごえ交

流会については、開催地として確認した大島への下

見報告と開催日程を相談しました。今後、現地や関

東ブロックとも相談して準備を進めていきます。 

その他、8/13 に行われるチャリティーコンサート

や、7/20から東京に入ってくる国民平和大行進など

への、歌っての参加が呼びかけられました。 

★ うたごえ新聞拡大、まずは行動を！！ 

ただいま東京では、全国で取り組まれているうたごえ新

聞読者拡大第一期 8 月 9 日までに、５０人の読者を新しく

迎えよう！という目標をもって読者の拡大に取り組んでい

ます。特に今回は、うたごえ協議会加盟員、全員の購読を

目指しています。 

普段一緒に歌っている合唱団・サークルの仲間に、まだ

購読していない方はいませんか？もしまだ読んでいない方

がいたらぜひ購読を呼びかけていただけたらと思います。 

また、普段の練習の時や話し合いの場でも、うた新を話

題にして、うたごえ新聞がもっと身近な新聞になるよう、も

っとよく読みたくなるような新聞にしていきましょう。 

そのためにも、それぞれの取り組みの様子をぜひ、うた

ごえ新聞社に通信として送り、みなさんの声があふれた紙

面にしていきましょう。そして、うたう会や演奏先などでは、

必ず見本紙を持って出かけ購読を呼びかけていきましょう！

見本紙のご注文、大歓迎です！    （事務局 井沢志歩） 
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新商品のお知らせ ＜「ふるさとの山影」（CCD896 2500円）＞ 
  昨年から計画をしていましたこの企画ですが、いろいろありました。ホンットにい

ろいろありましたが、7 月 2 日を迎えることが出来ました。－－あっという間に終わ

ってしまいました。早く皆さんに聴いて欲しい!!（CD を）と思っております。全国から

も何人かこのレコーディングコンサート・東北交流会に参加されていましたが、奈良

の上殿さんがこんな感想を述べていらっしゃいました。『新聞を見るたび毎日泣い

ていました。でも今日の涙は違います！本当に感動しました！東北の皆さんから元気

をもらいました！このコンサートの感動を奈良で伝えたいと思います！（概要）』もう

「ふるさとの山影」特別大使に任命したいくらいです。 

  ＣＤにするための作業をスタジオで行っているところですが、「ふるさとの山影」の曲を聞くときはいつも身体に力

が入るんです。歯とか。そうしないと涙が出てきてしまうんです。監修の小林康浩さん、曲順も考えたものになって

います。ものすごい歌声です。生命力あふれる、魂のうたごえです。 

皆さん、しっかりと受け止めてくださいね。ドーンときますよ。北海道と東北から。まずはしっかりと受け止めましょ

う。9 月 1 日発売で進めていますのでもう少しお待ちいただきますが、北海道・東北ではすでに予約活動も始まっ

ています。皆さんも是非ご予約を！                                            （音楽センター・土屋美和） 

 

♪おたよりありがとう♪      

  今月は、東京紫金草合唱団より「第７次訪中公演感想文集」、高齢者のうたごえ関東・東京連絡会より高齢者の

うたごえニュース「まだまだ若い」No.5、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」NO.111、東部のうた

ごえ実行委員会より「東部のうたごえだより」⑭、合唱団この灯より「合唱団この灯ニュース」No406、407、合唱

団しじゅうからより「しじゅうから」第 29 号、三多摩うたごえ協議会より「あんだんて」No.14、みなと合唱団より「ハ

ーモニー」NO.276、わりかんうたう会より「わりかん」No281、南部合唱団より「なんぶ」NO.763 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）  

8月 01 日（月） 第５回常任委員会 音楽センター会議室 

8月 03 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 

8月 04 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

8月 07 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

8月 09 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

8月 13 日（土） 東日本大震災チャリティーコンサート 市川市文化会館小ホール 

8月 14 日（日） 青年のうたごえ練習会  

8月 21 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

8月 21 日（日） 東京・関東・東日本「風雪」合同練習会 音楽センター地下ホール 

8月 23 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

8月 23 日（火） グレートジャーニー東京練習会③ 音楽センター地下ホール 

8月 24 日（水） 第２７回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

8月 27 日（土） みなと合唱交流会 港区男女平等センターリーブラ 

8月 27 日（土） ～28日（日）東京・平和と交流のテーマパーク2011 東京けんせつプラザ 

8月 28 日（日） 第４７回指揮考座 音楽センター地下ホール 


