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猛暑日が続いています、水分と塩分の補給をこまめにどうぞ。９月の合唱発表会では元気に交流をいたしましょう♪ 

★ 2011201120112011 年年年年国民平和大行進国民平和大行進国民平和大行進国民平和大行進    ★ 

今年は、東京のうたごえ協議会の呼びかけで、都内あちらこちらでうたごえが響きました。 

◇7 月 20 日 奥多摩市役所→御嶽 

雨と風に打たれながら、緑豊かな奥多摩町役場～御嶽駅間を行進。

かつてはたった 3 人で歩いて、警備の警察が８人いた、という事もあっ

たという奥多摩初日のコース、今年は約 27 人が参加しました。 

この日、山梨から檜原村への引継ぎも予定されていたのですが、豪

雨による土砂崩れで行進が中止になり、分かれて参加する予定だった

東京のうたごえ事務局2名がギターを持ってこの奥多摩コースに参加。

悪天候に負けじと参加したみなさんのうたごえが響きました。 

雨の中でも外に出て待っていてくれたり、手を振ってくれたりと、地域の

方が、とても温かく迎えてくれる姿がとても印象的でした。 

◇7 月 22 日 多摩市内（うたごえ新聞 8/15 号にも記事） 

多摩市で行われた網の目行進には昨年誕生した阿部革新市長が自筆のメッセージを寄せてくれました。地元

多摩市の新婦人コーラス紙ふうせんの皆さんや、調布狛江合唱団も歌いながらの行進。原水爆禁止世界大会に

多摩市から参加する代表６人中５人も行進に参加し、沿道へ核兵器廃絶を訴えました。（東う協事務局長 大熊啓） 

◇7 月 23 日 府中～調布～狛江（うたごえ新聞 8/15 号にも記事） 

府中から狛江までをつなぐコースには、調布狛江合唱団はじめ、府中

を中心に活動する和太鼓サークル「山美鼓」や、狛江ぞうれっしゃ合唱

団などが参加しました。調布・狛江の中継地点では山美鼓の皆さんが

和太鼓の演奏でお出迎え、狛江に向かう途中では、狛江ぞうれっしゃ

のメンバーがフルートの演奏と歌で参加者を励ましました。原発の問題

もあり、沿道の反応は昨年よりさらに良かったと感じました。 

◇7 月 24 日 小平市役所～三鷹市役所（うたごえ新聞 8/15 号にも記事） 

小平→西東京→武蔵野→三鷹の 4 地域を、今年初めて、1 日通してギターを持

って参加しました。どの地域でも一緒に歌ってくれる方がいてとても嬉しかったの

ですが、もっとうたごえや音楽がある行進にしたいなぁとも思いました。この地域

にお住まいの皆さん!来年はぜひ歌って参加しませんか？（事務局 井沢志歩） 

◇7 月２７日 板橋 

合唱団白樺の井藤さん、板橋うたう会の鶴見さん、合唱団北星の山田さんなど

大勢の方がかかわり地元の平和行進担当の方と相談して準備をしました。 

出発のときには鶴見さんのアコーディオンで歌って送り出し。行進の間は地元板

橋の民族歌舞団「荒馬座」のみなさんが太鼓とお囃子で参加、「ラッセラー」の掛

け声と、そのリズムに合わせたピースコールが繰り返されていました。 
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◇7 月２８日 北区 

昨年に続き、うたごえメンバーが車に乗ってアナウンス。今年は

ピースコールは短く「核兵器いらない」「被ばく者増やすな」「ノー

モアヒロシマ」「ノーモアナガサキ」「ノーモアフクシマ」「平和憲法守

ろう」。適時歌を交えてのアナウンスでした。歩いている人にも好

評で、沿道の人たちが手を振って応援してくださるなど、昨年より

も反応がよかったです。フクシマの件で、核の問題について関心が

高まっているようでした。               （事務局 大橋真理子） 

◇7 月２９日 足立区 

足立区の竹ノ塚第５公園で開かれた出発式では、はじめに

足立区の太鼓サークル「こまくさ」による「ぶちあわせ太鼓」

の演奏、続いて足立のうたごえによる歌唱指導と演奏があ

りました。この出発式は朝９時に始まり、行進出発の 10 時ま

でたっぷり１時間。これは全国でも珍しいのだそうです。 

この日、足立のうたごえからは 20 人ガ参加。足立のうた

ごえでは平和行進の時期だけでなく、普段から 6・9 行動に

も連帯し、地元の平和運動と結びついています。 

（←写真は国民平和大行進実行委員会ＨＰブログより） 

◇7 月２９日 新宿→上野公園、池袋→上野公園（うたごえ新聞 8/15 号にも記事、↓写真はうた新社提供） 

国民平和大行進・北海道→東京コースの最終日、新宿

から上野公園に向かうコースに東京のうたごえ事務局の

２人がギターとアコーディオンをもって参加。池袋からのコ

ースにもアコーディオンが参加されていました。 

新宿・池袋・そして足立の３コースが集結する上野公園

では出迎え演奏を行いました。     （事務局長 大熊啓） 

☆まだまだ全てのコースにうたごえを響かせるには至りま

せんでしたが、この数年で大きく取り組みが広がっている

と感じます。来年はさらに頑張りましょう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★８８８８月月月月 13131313 日日日日 東日本大震災被災者支援「響け いのち・平和」チャリティーコンサートin 千葉 

地元千葉の被災地支援を目的に行われた今回のチャリティーコンサート。2011 年日本のうたごえ祭典 in ちば

のアピールもかねて、千葉・首都圏を中心に当日は15合唱団・個人合わせて70 人の歌い手で「ふるさとの山影」 

「あの空へ帰ろう」「人間の歌」を演奏しました。東京の

うたごえからは 24 人が参加し、千葉のうたごえからも

「東京の頑張りがすごい！」と感謝され、演奏にも貢献す

ることができました。 

指揮を務めてくださったのは、ちば祭典の大音楽会

でも指揮を振る岩本達明さん。また、女性合同の指揮を

務める奥野真理子さん、新国立劇場争議を闘う八重樫

節子さんもソロと、千葉フィルの皆さんをバックにデュオ

を披露。心温まるコンサートになりました。 

（東京のうたごえ協議会事務局長 大熊啓） 
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第第第第    5555    回回回回    常任委員会報告常任委員会報告常任委員会報告常任委員会報告    

８月１日、第５回常任委員会が 20人の参加で行

われました。 

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、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、関東のうたごえ

交流会に東京から 17 人が参加し、2012 の関東

交流会開催地、東京・大島をアピールした事が報

告されました。また、今年は国民平和大行進の東

京コースに、多くうたごえが参加したことも各地

から報告されました（1・2 面の記事参照）。一方

で、地元の平和行進実行委員会や原水協との連

絡に行き違いがあり、飛び入り演奏になってしま

った経験も語られ、事前に関係を築いていくこと

の必要性なども指摘されました。 

合唱発表会に向けては、地区の合唱発表会

に、ちば祭典を打ち出す企画を盛り込んでいくこ

と、うた新コーナーの設置や、未加盟団体への加

盟呼びかけと協議会建設につなげていく取り組

みにしようと確認しあいました。また、来年の開

催についても参加日や開催日程について意見を

出し合いました。 

今後の取り組みとして、ちば祭典に向けての

練習会や、2012 関東交流会 in 東京の準備、が

んばろうフェスタ 2012 についてなどが語り合わ

れました。がんばろうフェスタの第１回実行委員

会は 9/5 に行われます。 

うた新拡大については、時間を割いての論議

ができませんでしたが、「成果」が上がった部分

だけでなく、取り組んでいる姿がお互いに見え

るような情報の交流を目指すことを確認しまし

た。また、しっかりと呼びかけ期間をとっての「う

た新まつり」の開催についても準備をしていきま

す。季刊日本のうたごえについても、常任委員が

率先して活用しようと、次回常任委員会で最新

号の読みあわせも提案されました。 

その他連帯活動としては、8/13 のチャリティー

コンサートin千葉への歌っての参加と、8/27の東

京・平和と交流のテーマパーク 2011 のパスポー

ト普及への協力が呼びかけられました。 

 

 

エーデルワイスは来年７月に第８回コンサートを予定していま

す。どんなコンサートにしようか話し合う中で、他の合唱団が取

り組んでいる創作活動に刺激され、エーデルワイスでもやって

みようか、ということになりました。みんなから、今思っている

こと、感じていることを出し合い書いてみました。また、５月には

１泊懇親旅行でも話し合いました。 

「友人が大震災に遭い当初食べ物はせんべい１枚だった。」、

築地でお寿司屋さんをやっている団員は「お客さんが減り大

変だった。」と。 

少しずつ暮らしも元に戻ってきましたが、この大変な中感じ

たことは「笑顔」「ありがとう」が大事だということ、これが大

震災を乗り越えられる力だと思いました。 

その他、「精一杯生きる」「復興のために税金を使って！」「原

発はいやだ」「放射能はこわい」など、いろいろな言葉出されま

した。そして「わたしは築地の女将です」という詩が生まれまし

た。まだ未完成ですが、頑張ります。 

（渡辺 康子） 

 

サークル紹介 

新婦人新婦人新婦人新婦人中央支部中央支部中央支部中央支部コーラスコーラスコーラスコーラス小組小組小組小組    
エーデルワイスエーデルワイスエーデルワイスエーデルワイス    

季刊日本のうたごえ NO.153 好評発売中！！ 

今号の季刊は、東電福島原発事故

とエネルギー問題についての特集！ 

サークル・合唱団での学習や、創作

のヒントがありますよ！また、小村公次

さんの「徹底検証 日本の軍歌」も、 

とても興味深い内容です。 

ちば祭典に向けて、みんなで読み

合わせたい 1 冊です。 

1 冊 515 円、バラ注文お気軽に！ 
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♪おたよりありがとう♪      

  今月は合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第３１号、三多摩のうたごえ協議会より「あんだんて」No,15、日本シ

ニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」NO.112、新婦人杉並支部コーラスミモザより「ミモザ」No52、53、み

なと合唱団より「ハーモニー」NO.277、絹の道合唱団より「絹の道」No,66 号、67 号、南部合唱団より「なんぶ」

NO.764、中央合唱団より「たいまつ」、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」をい

ただきました。皆さまからのニュース・記事・うたう会やコンサートのチラシなど、ぜひ東京のうたごえ協議会までお

寄せ下さい。お待ちしております。 

♪♪♪♪今後今後今後今後のののの予定予定予定予定    （みなさんのサークル・団体の予定をお知らせください）  

9 月 01 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 

9 月 02 日（金） 中央区の合唱発表会 築地社会教育会館 

9 月 03 日（土） 北部のうたごえフェスティバル 板橋文化会館小ホール 

9 月 03 日（土） 三多摩南部うたごえフェスティバル 調布グリーンホール小ホール 

9 月 03 日（土） 合唱団白樺 東北応援コンサート in 奥州 奥州市文化会館 Z ホール 

9 月 04 日（日） 合唱団白樺 東北応援コンサート in 花巻 花巻市定住交流センター 

9 月 04 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

9 月 05 日（月） 第1回がんばろうﾌｪｽﾀ実行委員会/第６回常任委員会 音楽センター地下ホール 

9 月 06 日（火） グレートジャーニー東京練習会④ 音楽センター地下ホール 

9 月 07 日（水） 千代田区合唱交流会 文京シビック小ホール 

9 月 07 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 

9 月 10 日（土） 新宿合唱発表会 新宿箪笥ホール 

9 月 10 日（土） 中央区合唱発表交流会 築地社会教育会館 

9 月 11 日（日） 南部音楽フェスティバル 五反田文化センター 

9 月 12 日（月） 第 15 回狛江うたごえステーション 焼き鳥ミートステーション 

9 月 12 日（月） 東京のうたごえ創造拡大会議 音楽センター会議室 

9 月 13 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

9 月 13 日（火） みなと合唱団 Now is the time 公開練習 御成門中学コミュニティルーム 

9 月 14 日（水） 第３６回大塚うたごえ酒場 大塚ラパスホール 

9 月 17 日（土） 三多摩合唱発表会 羽村市ゆとろぎホール 

9 月 17 日（土） 第 18 回うたごえ酒場お～いＦＩＥＬＤ ＦＩＥＬＤ 

9 月 18 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

9 月 18 日（日） 青年のうたごえ合同練習会 さんせいホール 

9 月 19 日（月） 東部のうたごえ合唱発表会 亀戸カメリアホール 

9 月 19 日（月） 西部のうたごえ合唱発表会 杉並方南会館 

9 月 20 日（火） 都合発出演代表者会議 音楽センター地下ホール 

9 月 22 日（木） 中央合唱団 グレートジャーニー公開練習 音楽センター地下ホール 

9 月 23 日（金） 女性のうたごえ合同練習会 港区男女平等センターリーブラ 

9 月 24 日（土） 第４８回指揮考座 会場未定 

9 月 26 日（月） 東京のうたごえ組織部会 音楽センター会議室 

9 月 27 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

9 月 28 日（水） 第２８回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 


