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金木犀の香るころ、 祭典参加の準備は進んでいますか？ 合同曲の練習、宿の手配にチケット購入などなど・・・。 

おっと ！ その前に祭典への合同登録をお忘れなく ！！ 

★★★★東京東京東京東京のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ合唱発表会合唱発表会合唱発表会合唱発表会＆＆＆＆オリジナルコンサートオリジナルコンサートオリジナルコンサートオリジナルコンサート 
10月 2日、板橋文化会館で東京のうたごえ合唱発表

会＆オリジナルコンサートが行われ、88 団体の出演、

1200 人の参加で１年間の活動の成果を交流しあいま

した。今年は、地域からの交流推薦枠をさらに広げて、

初出場のサークルも少なくありませんでした。 

オリジナルコンサートでは、震災や原発をテーマに

した創作曲や、日航不当解雇撤回支援の「あの空へ帰

ろう」も、同じ詞をテーマにしながらも雰囲気の違う

３曲が発表され、日航原告団の皆さんも舞台に登場。 

「最後まで残って聴いていて良かった！」と日航の

皆さん（上写真右手）。ちば祭典への意気込みも込めて、

「人間の歌」の全員合唱で幕を閉じました。 

♪♪♪♪    録音録音録音録音 CDCDCDCD はははは 11111111 月上旬完成予定月上旬完成予定月上旬完成予定月上旬完成予定    ♪♪♪♪    

毎年お馴染みになってきました録音ＣＤは、１０月

３１日(月)に申込みを締め切り、１１月上旬にお届け

の予定です。詳しくは団体にお届けしている申込み用

紙をご覧下さい。１枚500円(送料・振込手数料はご負

担ください)です。 
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全国合唱発表会への推薦団体 

一般の部  調布狛江合唱団 

三多摩青年合唱団 

絹の道合唱団 

南部合唱団 

ともしび合唱団 

合唱団この灯 

合唱団白樺 

準推薦  中央合唱団 

足立ピースフラワー合唱団 

職場の部  ぜいむ合唱団 

足立教職員合唱団 

電通西南コーラス 

東部保母合同 

女声コーラスかりん 

準推薦  国立国会図書館うたう会 

足立保母つくしんぼ 

墨田区保育園うたごえサークルどんぐり 

霞ヶ関男声合唱団 

通産混声コーラス 

女性の部  三多摩女声「宇宙」 

東村山･東大和新婦人コーラス 

睦の会 

準推薦  中央合唱団記念女性アンサンブル 

桑の実コーラス 

新婦人中央支部コーラスエーデルワイス 

小編成の部  国鉄東京合唱団ぴゅあ² 

HiMAGiN 

交流の部  国鉄のうたごえサークル三楽 

中央合唱団記念 

みなと合唱団 

港新婦人コスモスコーラス 

全印総連女性部「ちれんず」 

2012 年は 10月 6日(土)・8日(月・祝)

の２日間で開催します！！ 
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★都内 10 地域で合唱発表会が開かれました（写真＆記事が届いたところを主に紹介） ★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

☆☆☆☆新宿合唱発表会新宿合唱発表会新宿合唱発表会新宿合唱発表会    9999 月月月月 10101010 日日日日☆☆☆☆ 

出演14団体＋友情出演3団体、199名が参加しまし

た。ともしびの若手「ぺーち☆39」、地域センターつなが

りから「ハルスミレの会」、土建バンドなどが初参加。これ

らのつながりの継続・拡大が課題です。友情出演で地域

のハーモニカサークルの代表がソロ演奏。中央合唱団、

轟団長のソロも好評でした。 写真はともしびの皆さんが

リードしてのみんな歌う会のコーナー。 

    （音楽センター 山田） 

 

☆☆☆☆みなとうたごえみなとうたごえみなとうたごえみなとうたごえ交流会交流会交流会交流会    8888 月月月月 27272727 日日日日☆☆☆☆    

みなとうたごえ交流は都内のブロックのトップを切っ

開催。昨年より１団体増えて 6 団体の参加で、３団体を東

京の合唱発表会に送り出しました。写真は、「まりと殿さ

ま」を歌う新婦人コスモスコーラス。ミカンをイメージした

揃いのコスチューム。           （みなと合唱団 斉藤） 

 

☆☆☆☆北部北部北部北部のうたごえフェスタのうたごえフェスタのうたごえフェスタのうたごえフェスタ    9999 月月月月 3333 日日日日☆☆☆☆    

 今年は 20 団体の参加。ゲストのソプラノ・塩谷靖子

さんの歌声にうっとり。初出場の東京年金者合唱団

（写真）は東京の合唱発表会で加盟を決意しました。 

 

☆☆☆☆三多摩南部三多摩南部三多摩南部三多摩南部うたごえフェスティバルうたごえフェスティバルうたごえフェスティバルうたごえフェスティバル    9999 月月月月３３３３日日日日☆☆☆☆    

17 団体180人が参加、合唱団の参加もふえて賑やか

になりました。ちば祭典に向けて「大漁節」の踊りを覚え

る時間も作り、後半には軽食も交えての大交流会。毎年

お馴染みの和太鼓合同や、今回は年金者組合調布支部

の皆さんのフラダンスなど、豊かな交流ができました。 

☆☆☆☆千代田区合唱発表会千代田区合唱発表会千代田区合唱発表会千代田区合唱発表会    9999 月月月月 7777 日日日日☆☆☆☆    

16団体175人が参加、原発事故への想いを歌に託し

た東電合唱団きずな、その事故の影響を受ける農業

の分野からＴＰＰ反対を歌ったコーラスそらまめ（写真）

や、職場サークルがほとんどの千代田で、新婦人コー

ラスアカシアが印象的でした。（ゴッドベアーズ 大熊） 

 

☆☆☆☆南部音楽南部音楽南部音楽南部音楽フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル 9999 月月月月 11111111 日日日日☆☆☆☆    

10 団体が参加し、ちば祭典に向けて「あの空へ帰

ろう」をみんなで覚えるコーナーも。 

☆☆☆☆三多摩合唱発表会三多摩合唱発表会三多摩合唱発表会三多摩合唱発表会    9999 月月月月 17171717 日日日日☆☆☆☆    

18 団体、ソロ 2 名、283 人が参加。ちば祭典に

向けて「ふるさとの山影」の歌唱指導も。 

☆☆☆☆西部西部西部西部のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ合唱発表会合唱発表会合唱発表会合唱発表会 9999 月月月月 19191919 日日日日☆☆☆☆    

12団体130人の参加。みんなで「ふるさとの山影」

を歌い、ちば祭典に向けて気持ちを高めました。 

☆☆☆☆中央区合唱発表会中央区合唱発表会中央区合唱発表会中央区合唱発表会    9999 月月月月 10101010 日日日日☆☆☆☆    

参加団体は例年通り6団体。会議でいつも出され

るのは「参加団体数を増 

やすこと」。今回も社会 

教育会館の利用団体にも 

呼びかけましたが、参加 

はなりませんでした。 

安定した参加団体を確保するため、「連絡会」

の結成を目指します。   （ヤローズ 中澤） 

☆☆☆☆東部東部東部東部のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ合唱発表会合唱発表会合唱発表会合唱発表会 9999 月月月月 19191919 日日日日☆☆☆☆    

 16 団体が参加。それぞれのサークルが年々、「伝える」

力をつけていると感じます。開会前や休憩、閉会など必ず

みんなで歌う時間を設けるのが東部の特徴で、それをサ

ークルで分担して取り組むというのも、他の地域でも見

習いたい方法です。    （東京のうたごえ事務局 大熊） 
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第 6 回常任委員会報告 

9 月 5 日、第６回常任委員会が 18 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、組織・

財政・うた新拡大について、ちば祭典に向けて

など今後の取り組みについてでした。 

この間の取り組みとして、千葉で行われた東

日本大震災チャリティーコンサートに東京から２４

人が参加し連帯したこと、すでに３地域で開催

された地区合唱発表会の報告等がされました。 

合唱発表会に向けては、地区の合唱発表会

に、オリジナルコンサートへの参加を呼びかける

ことや、日航不当解雇撤回闘争支援バッジの

普及を位置づけることが確認され、東京の合唱

発表会に向けては、日航原告団のアピールの時

間と「あの空へ帰ろう」の全員合唱を部門の節

目ごとに入れることを決定。 

今後の取り組みとして、ちば祭典に向けて

10/10 の練習会への参加、大音楽会チケットの

普及が呼びかけられました。また、日航闘争支

援の取り組みとして 9/13 の都内６ヶ所一斉宣

伝行動について、全ての場所にうたごえを響か

せることが提起されました。  

2012 関東交流会 in 東京については、開催

地・大島への訪問が 8 月に行われ、夢のある報

告がされました。具体的な企画についてはこれ

から検討されます。 

うた新拡大については、全国協議会からのう

た新拡大月間第２期（8/10～10/10）の提起を

受け、東京都してサークル代表者会議（10/22）

を節目として、拡大プレゼントも用意して取り組

むこと、また年明けの新春がんばろうフェスタ

（1/22）までを節目としたプレゼントも提案。サ

ークル代表者会議の中では、「とにかく増やせ」

ではなく、サークル運営の悩みや工夫を交流す

る中で、うた新も位置づけて語られるような会

議にしたいなど、有意義な議論ができました。 

組織活動については、西部ブロックの新婦人

杉並支部コーラスミモザが加盟を決意し、拍手

で加盟を承認した他、夏季カンパ最終版の訴え

と、会費の納入についての訴えがありました。 

☆☆☆☆日航日航日航日航不当解雇撤回不当解雇撤回不当解雇撤回不当解雇撤回支援支援支援支援一斉宣伝行動一斉宣伝行動一斉宣伝行動一斉宣伝行動☆☆☆☆    

9月13日（火）、都内6ヶ所で一斉に行われたこの行動、

東京のうたごえでも呼びかけ、当日は合計100人の仲間

が参加し「あの空へ帰ろう」を響かせました。各地から。 

品川駅前（（（（南部合唱団南部合唱団南部合唱団南部合唱団    大井大井大井大井かつかつかつかつ江江江江）））） 

南部地域のサークルや南部在住の仲間１４名が参加。

「あの空へ帰ろう」「翼をください」など演奏。ビラの受

け取りはとても良く、関心が高いと思いました。最期に、

参加者と一緒に「がんばろう」を歌い交わしました。 

有楽町マリオン前（（（（通産混声通産混声通産混声通産混声コーラスコーラスコーラスコーラス    飯塚隆飯塚隆飯塚隆飯塚隆）））） 

千代田、みなと、中央区のサーク

ルから 12 人が参加、 演説の中でう

たごえへ感謝の言葉も。 

立川駅前（（（（調布狛江合唱団調布狛江合唱団調布狛江合唱団調布狛江合唱団    大熊啓大熊啓大熊啓大熊啓）））） 

三多摩・三多摩南部のサークルから８人が参加。演説を

聞いていた方にメーデー歌集を手渡すと、一緒に口ずさん 

でくれました。最後はＪＡＬ

の皆さんと「あの空へ帰ろう」

で終了。「だいぶ歌えるよう

になりました、歌は力になり

ます」とうれしい声も。 

新宿駅前（（（（電通西南電通西南電通西南電通西南コーラスコーラスコーラスコーラス    外山外山外山外山    靖雄靖雄靖雄靖雄）））） 

 全国協議会の高橋会長も駆けつけ、

15 名の参加。音楽センター山田秀樹

さんのギター伴奏で歌いつづけ、特に

「あの空へ帰ろう」は10回以上歌い、

最後は「がんばろう」の合唱を。 

錦糸町駅前（（（（合唱団合唱団合唱団合唱団 TOSEITOSEITOSEITOSEI    佐宗佐宗佐宗佐宗    弘雄弘雄弘雄弘雄））））    

東部の仲間に、ちば祭典実行委員

の仲間も加わり２５人の仲間が参

加。「あの空へ帰ろう」等、原告の

皆さんとともに歌いました。様々な

サークルの仲間が参加しての行動、 

東部では本当に久方ぶりで、画期的な夕べになりました。 

池袋駅前（（（（合唱団北星合唱団北星合唱団北星合唱団北星    山田千賀子山田千賀子山田千賀子山田千賀子））））    

 北部のうたごえの仲間を中心

に25人が行動に参加しました。

旗を立てたり、ビラを配ったり、

歌以外のお手伝いもし、歌う時は 

なるべく大勢に見えるように横に広がって、「あの空へ

帰ろう」「翼を下さい」などをどんどん歌いました。 



月刊・東京れぽぉと２０11 年 10 月号 4 

原発原発原発原発ゼロのゼロのゼロのゼロの社会社会社会社会へへへへ    9.199.199.199.19 からからからから 10.3010.3010.3010.30、、、、そしてそしてそしてそして創作創作創作創作へへへへ！！！！    
 9 月 19 日に明治公園で行われた「さようなら原発集会」には、目標を大き

く上回る 6 万人が集結、うたごえも東京・首都圏を中心に 35 人が参加し、

パレードの送り出しにうたごえを響かせた。次は福島で「なくせ原発！10.30

大集会」、日本のうたごえ全国協議会から参加の呼びかけが来ています。 

 また、「原発ゼロ」を目指す、新しい歌作りの募集も始まりました。最優秀他、

入選作は、2012 年3 月11 日を期に、 

全国でいっせいに行なう反原発ソングをうたう会で演奏普及曲に指定されます。 

10.3010.3010.3010.30 大集会大集会大集会大集会 inininin ふくしまふくしまふくしまふくしま    

福島市・四季の里特設ウォーターステージにて11：00～（うたごえ演奏あり） 

原発原発原発原発ゼロをゼロをゼロをゼロを目指目指目指目指すすすす新新新新しいしいしいしい歌歌歌歌のののの募集締切募集締切募集締切募集締切    ((((あてあてあてあて先先先先はははは全国協議会全国協議会全国協議会全国協議会までまでまでまで）））） 

詩は 11 月 30 日、曲は 2012 年 2 月 10 日まで、詞・曲セットの応募もＯＫ。 

 

♪おたよりありがとう♪      

今月は、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер6、Номер7、Номер8、みなと合唱団より「ハーモニー」NO.278、南

部合唱団より「なんぶ」NO.765、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第 34 号、第 35 号、日本シニア合唱団より

「日本シニア合唱団ニュース」NO.114、中央合唱団より「たいまつ」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）  

10 月 21 日（金） 池辺晋一郎さん指導の「グレートジャーニー」練習会 行徳文化ホールＩ＆Ｉ 

10 月 22 日（土） 第２回サークル代表者会議 文京区 アカデミー茗台 

10 月 23 日（日） 全国青年大集会 明治公園 

10 月 23 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

10 月 23 日（日） 第４９回指揮考座 音楽センター地下ホール 

10 月 25 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

10 月 26 日（水） 第 29 回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

10 月 29 日（土） 墨田区保育園うたごえｻｰｸﾙどんぐり 37 周年ｺﾝｻｰﾄ 曳舟文化センターホール 

10 月 29 日（土） 合唱団白樺第５６回定期演奏会 新宿文化センター大ホール 

11 月 01 日（火） グレートジャーニー東京練習会⑤ 音楽センター地下ホール 

11 月 02 日（水） 南部合唱団演奏会 品川大井町きゅりあん 

11 月 02 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 

11 月 03 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 

11 月 05 日（土） 日本シニア合唱団コンサート 練馬文化センター 

11 月 06 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

11 月 07 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 

11 月 07 日（月） 第８回常任委員会/第２回がんばろうﾌｪｽﾀ実行委員会 音楽センター会議室 

11 月 08 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

11 月 12 日（土） みんなとピースサンデー 赤坂区民センター 

11 月 12 日（土） ちば祭典に向けたリレー練習会 千葉市植草学園大学附属高校記念館 


