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11 月を迎えました!! 『日本のうたごえ祭典 in ちば』の合同合唱曲のお申し込みをお急ぎ下さい。 11/18 コンサートの

チケットも残りわずか。 チケットのお申し込みはお済みですか？ 体調を整えて、みんなで千葉へ行きましょう！ 

★ 10101010 月月月月 10101010 日日日日    日本日本日本日本のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ祭典祭典祭典祭典 inininin ちばへちばへちばへちばへ向向向向けてのけてのけてのけての練習会練習会練習会練習会（（（（音楽音楽音楽音楽センターセンターセンターセンター地下地下地下地下ホールホールホールホール））））    ★ 
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☆☆☆☆    『『『『あのあのあのあの空空空空へへへへ帰帰帰帰ろうろうろうろう』『』『』『』『人間人間人間人間のののの歌歌歌歌』』』』    ☆☆☆☆    

1 日中の練習でヘトヘトに

なりながらも、この日最後の

練習には 40 人が集まりまし

た。「あの空へ帰ろう」「人間

の歌」の登録はまだまだ少

ないそうです。席に歌ってそ

のまま歌う全員合唱ではな 

く、圧倒的な大合唱を目指しましょう！！ 

☆☆☆☆『『『『歩歩歩歩いていこういていこういていこういていこう』』』』    『『『『HEYHEYHEYHEY 和和和和』』』』    『『『『みんなみんなみんなみんな輝輝輝輝けけけけ！』！』！』！』        

『『『『夢夢夢夢わかばわかばわかばわかば』』』』☆☆☆☆    

青年・保育の仲間を中

心に、東京・関東から 31

人が参加。本番指揮者の

中村正和さん、共田鍾貴

さんの指導で、楽しく熱の 

こもった練習になりました。「みんな輝け！」ではつながり

あそびの皆さんが振り付けも披露。 

☆☆☆☆『『『『童神童神童神童神』』』』    『『『『パーチェのパーチェのパーチェのパーチェの虹虹虹虹』』』』    ☆☆☆☆    

千葉から遠藤久江さんがいらして指導してください

ました。 本番会場を飾る「パーチェの旗」も登場。68

人が参加しての練習でした。本番では、沖縄の歌手、

古謝美佐子さんと 

うたう「童神」も楽

しみです！合同登録

は 11/4 現在、400

人を超えています。 

☆☆☆☆『『『『ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの山影山影山影山影』』』』    『『『『Now is the timeNow is the timeNow is the timeNow is the time』』』』☆☆☆☆    

 本番でも「Now is the time」を振る、長野の渡

辺享則さんを招いての練習には 49 人が参加。

「ふるさとの山影」は東北への想いを込めて、本

番当日は 600 人以上のステージになる予定！

（11/4 現在登録状況） 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆☆『『『『グレートジャーニーグレートジャーニーグレートジャーニーグレートジャーニー    』』』』☆☆☆☆    

大音楽会のメイン

である「グレートジャー

ニー」にはこの日最も

多い 76 人が参加。 

地下ホールにギュ

ウギュウ詰めになりな

がら、今年、東京の練 

習会をずっと指導してくれた服部安宏さんの指揮で。 

（11 月 1 日にもグレートジャーニーの練習会が行われました。） 

 

☆☆☆☆    千葉千葉千葉千葉からのからのからのからの訴訴訴訴えもえもえもえも！！！！    ☆☆☆☆    

黄色のハッピもおなじみになってきました。

さあ！いよいよ祭典本番に向けラストスパート！ 

 



月刊・東京れぽぉと２０11 年１1 月号 2 

☆☆☆☆10101010 月月月月 22222222 日日日日    サークルサークルサークルサークル代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議    ☆☆☆☆    
文京区アカデミー茗台にて行われた、第２回東京のうたごえサークル代表者会議には、25団体27人が集まりま

した。うたう会・サークル作り、会員拡大、協議会建設など豊かに交流できたと思います。教訓的な発言を紹介♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西部保健生協、練馬保健生協と結んでのうたう会を

立ち上げている。伴奏の為にギターを練習した。西部は

月１回、12～13 人が、練馬は２５人位が参加している。 

年寄りが多いので、外へ出て行くのは大変だが、その

うちサークルにして、地域合唱発表会参加や、うた新拡

大にもつなげて行きたい。こうした形で地域と一緒にや

っていく方法もあるのではないか。（電通西南コーラス） 

今年東京の合唱発表会に初参加の「全印総連女性部

ちれんず」、これまでも声をかけていたが、今年みなとに、

そして東京、さらには全国まで推薦されて、「全国発表会

までに歌い手もっと増やそう」「加盟しなくちゃいけない

かな」と、みんなやる気になっている。とにかくつながるき

っかけを作ることが大事かと思う。  （出版労連鳥の歌） 

狛江で６年前に市と市民団体の共催で始まった「狛江

平和フェスタ」の市民公募合唱団から狛江ぞうれっしゃ

合唱団が誕生。調狛の団員を増やしたかったが、サークル

の分母がひとつ増えたことで入口が広がった。毎年平和

フェスタに参加した方が、両合唱団に入団してくる。 

また、うたごえ喫茶を月１回、うたごえ酒場を不定期で

続けているが、市報など宣伝に力を入れ、参加者も増え

てきた。うたごえ喫茶→平和フェスタ→入団という相乗

効果も生まれ、うた新も増えている。（調布狛江合唱団） 

 もともと創作を重視しているが、今は特に東日本大震

災・原発事故をテーマにした創作に力をいれている。作曲

をしてくれる丸山征四郎さんから「もっとつくろう！」とはっ

ぱをかけられ、今、いろんな団員が詞を書いて、新曲がた

くさん生れている。       （足立ピースフラワー合唱団） 

２００８年にぞうれっしゃを取り組もうと、まず団員の孫

をかき集め、保育士団員のつながりから子どもを増やし

ていった。２００９年にみなとぞうれっしゃ合唱団としてひ

とり立ちさせた。演奏が結構多いが、小学校は土曜も授

業で大変。塾やお稽古と忙しい子どもたちを見てると、

居場所はどこにあるのと思う。そんな中でぞうれっしゃ

は、若いお母さんたちも含め、平和のことやうたごえに

係わっていくきっかけになる場。コスモスに入れたいお

母さんもいるが、子育てで今は忙しい。でも一度関わっ

ていれば可能性もある。  （港新婦人コスモスコーラス） 

全国青年大集会に向けて、東京や、各地域で実行委

員会が立ち上がっている。狛江駅前での宣伝に参加し、

一緒に歌う場面はなかったが、立ち止まって聴く人に、

宣伝や対話ができたと、感謝された。そこで歌った「みん

な元気か」の歌詞に、「なんかすごいジンときました」の

感想。若い人は知らない、受けないとか思わず歌った方

が良い。東京実行委員会より、ミニコンサートの依頼も。

こちらから関わればチャンスはある。（青年のうたごえ） 

10 年前の年金者一揆で「青い山脈」と「青い空は」を

歌ったのがはじまり。その場限りで解散といわれたが、み

んな「年金者合唱団ができた」と思っているのにと、何人

かで声をかけ、改めて立ち上げた。会費を払うのは大変

だが、今年、協議会への加盟を決意。ちば祭典に向けて、

合同練習会も取り組んでいる。   （東京年金者合唱団） 

発足当時は 3 団体、２３年をかけ、今では 20 団体に。

以前は福祉会館のロビーでの会議だったが、人も内容

も増えてきて、会議室を借りるようになった。毎回ほとん

どのサークルが参加し、来られない場合も、返事がくる。

必ず連絡・呼びかけをし続けてきた成果。 

特別大きなサークルがあるわけではなく、突出した合

唱団が仕切っているわけでもなく、小・中くらいの合唱

団が力を出しあっているのが、うまく広がっている理由

ではないか。総合力をどう培っていくかが大事。 

 （北部のうたごえ協議会） 
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第７回常任委員会報告 

10 月 11 日、第７回常任委員会が 15 人の参加で

行われました。風邪が流行っていて、体調を崩されて

お休みの方も多数おられました。 

議題は、この間の活動のまとめ、東京の合唱発表

会・オリジナルコンサートの総括と次年度に向けて、

ちば祭典に向けてなど今後の取り組みについて、組

織・財政・うた新拡大についてでした。 

この間の取り組みとしては、9/13 に都内６ヶ所で

行われた日航不当解雇撤回闘争や、9/19 のさよう

なら原発６万人集会、そして 10/10 のちば祭典１日練

習会の報告がされました。 

合唱発表会・オリジナルコンサートについては、要

員含め 1000 人以上が参加をしたこと、財政的には

ほぼ予算どおりであることが報告され、運営につい

ては、二会場平行であることの難しさや、要員の不

足、推薦団体の発表の方法について、また聴き手の

マナーについてなどの意見が出されました。合唱発

表会の直前に常任レベルの会議が設定されていな

かったことも大きな反省として出され、来年は改善に

努めたいと思います。小編成やオリジナルへのエント

リーが少なかったことについては、創造分野での論

議も求められます。 

次年度については、日本橋公会堂が１０月６日

（土）・８日（月・祝）の日程で予約が出来ており、２日

間に分けての開催となります。リハーサルのあり方、

参加費の改定など、一定の案を持って 10/22 のサー

クル代表者でも意見を出し合うことを確認しました。 

今後の取り組みとして、ちば祭典に向けて、大音

楽会の要員についての割り振りを行い、それぞれの

サークルで合同登録を急ぐことが呼びかけられまし

た。関東交流会、がんばろうフェスタについては、サー

クル代表者会議で論議を深めることを確認。 

うた新・季刊拡大については、祭典に向けてもう

一声かけることが呼びかけられました。 

組織活動については、北部ブロックの東京年金者

合唱団が、東京の合唱発表会で加盟を決意したこと

が報告され、拍手で加盟を承認しました。財政報告

として、2011 年度夏季カンパを２４団体 128 人より

182,480 円をお寄せいただいたこと、専従への夏季

一時金の執行について報告とお礼がされました。 

 

 

今から３０年前、新婦人が発信した要求別小組活動

に応え、港支部でトップに起ち上げた小組が、コスモス

コーラスです。月に２回、職員住宅の集会室で幼い子ど

も連れでギター伴奏に合わせ、うたう会のようなレッス

ンから始まった私たち。この子ども達のために、生命の

尊さ、愛の深さ、平和の大切さを大事にうたいつづけて

きました。 

この３０年の歩みの中で、“みんなとピースサンデー

（毎年）”が生まれ、２５周年には、ぞうれっしゃに取り組

み“みなとぞうれっしゃ合唱団”を誕生させました。そし

て、昨年５月から、団員たちの子ども達と同世代の若い

指導者（酒井崇先生）の指導を受け、何か一皮むけた

ような合唱団になりました。（ちょっと言いすぎー？） 

今年の都合唱発表会では、交流の部にエントリーし

なんと全国へ推薦されてしまいました。（思わず驚きの

歓声が） 

来年５月には３０周年を記念してコンサートを開きま

す。そこでは“共にあゆむ合唱団”を結成して、“アメー

ジング・グレース”と“わが窮状”を合唱します。団員を

募集し、１１月２４日（木）から月一回のテンポでレッスン開

始です。沢山のお仲間の参加をお待ちしています。 

風見喜美子 

 

サークル紹介 

港新婦人コスモスコーラス 

☆☆☆☆ 10 10 10 10 月月月月 11111111 日日日日    怒怒怒怒りのりのりのりの北区民集会北区民集会北区民集会北区民集会    ☆☆☆☆    

 

王子駅そばの公園で集会が開かれ、開会前の 20 分

間、北部のうたごえ協議会と北区のサークル合同で歌

いました。急な呼びかけにもかかわらず、10 数名の参

加。メーデー歌集を使いたくさんの歌を歌い集まった人

たちと交流しました。 （北部のうたごえ 大橋真理子） 
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♪おたよりありがとう♪      

 今月は、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер9、みなと合唱団より「ハーモニー」NO.279、わりかんうたう会より

「わりかん」No282 号、南部合唱団より「なんぶ」NO.766 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）  

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 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 

11 月 18 日（金） ～20 日（日）2011 年日本のうたごえ祭典 in ちば 

市川市文化会館大ホール 

千葉県ポートアリーナ ほか 

11 月 20 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

11 月 22 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

11 月 23 日（水） 第 30 回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

11 月 27 日（日） 第３０回足立のうたごえ祭典 西新井小学校体育館 

11 月 27 日（日） 品川コーラスたんぽぽ 20 周年コンサート 五反田文化センター音楽ホール 

12 月 03 日（土） ～４日（日）第９回常任委員会（合宿）  

12 月 04 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

12 月 06 日（火） 第３７回大塚うたごえ酒場 大塚ラパスホール 

12 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 

12 月 10 日（土） 第 19 回うたごえ酒場お～いＦＩＥＬＤ ＦＩＥＬＤ 

DVDDVDDVDDVDブックブックブックブック「「「「荒木栄荒木栄荒木栄荒木栄」」」」12121212月月月月20202020日日日日にににに発売発売発売発売！！！！！！！！    

２０１２年に没５０年を迎える労働者作曲家・荒木栄。２０年前に発売されたビデオを、デ

ジタルリマスタリング。曲の解説資料と一緒になったDVDブックとして発売となります。 

労働者作曲家・荒木栄の人生を、関係者へのインタビューと歌でつづる音楽ドキュメ

ンタリー。歴史的な三池闘争当時の貴重な映像や、歌が生まれた背景と、全国的に広が

る感動の輪。ぜひご予約を！                           （音楽センター・山田秀樹） 

DVK304 販売価格3,500円⇒予約価格3,000円 

♪ご注文は東京のうたごえ協議会または音楽センターまで。 


