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日本のうたごえ祭典 in ちばも大成功のうちに終わりました。参加のみなさまお疲れさま。 年明けの 1 月に開催する

『新春がんばろうフェスタ』の準備もすすんでいます。年末年始の歌う会にはチラシとうたごえ新聞をお忘れなく !! 

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 ちばちばちばちば    にににに参加参加参加参加して･･･して･･･して･･･して･･･★ 

東京で合同練習会を重ねてきた ★グレート･ジャーニー★ 

日本のうたごえ祭典 in ちばの成功は、本当に素晴らしいものでした。私たちは祭典の様々な場面で、震災の苦

難から立ち上がろうとするたくましい人間の姿を間近にすることができ、その歌声に勇気をもらいました。 

大音楽会のメイン企画のひとつでもある「グレート・ジャーニー」

の成功にむけ東京でも 6 月から 6 回の合同練習に取組みました

が、本番の舞台は池辺先生の指揮のもとに、その人々に寄り添い、

共に進もうとする想いを熱く歌い上げるものになりました。私たち

の取組みも、そのひとつの力になれたのでは、と感じています。 

祭典開催の期間中、天候はなにやら「災」の日でしたが、私たち

にとっては正しく「祭」の日となりました。 

祭典参加のみなさん本当にお疲れ様でした。 

（中央合唱団、ＧＪ東京練習会指導担当）服部 安宏 

 

合唱発表会初出場 ！ ★全印総連女性部「ちれんず」★ 

今回、全国合唱発表会に出場するに当たり、40 年前、沖縄大学

でうたごえをやっていた先輩に報告したところ、11 月 14 日号の

うたごえ新聞でのちれんずの記事を読んで、前日にわざわざ訪ね

てきて、励ましてくれました。 

私自身が普天間の出身であり、いま、沖縄ではもっともっとうた

ごえが活発であってほしいと願っています。うたごえ祭典に参加

した経験をもって、元の大学のサークルの仲間たちに声をかけて

行きたいと考えています。   部長 竹内惠子（談）              （写真は今回の出発の原点、みなと合唱交流会で） 
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来年２０１２年は日本のうたごえ祭典はありません。 

広島広島広島広島でででで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全国交流会全国交流会全国交流会全国交流会がががが開催開催開催開催されますされますされますされます。（。（。（。（2012201220122012 年年年年 11111111 月月月月 23232323 日日日日～～～～25252525 日日日日））））    

そして 2013 年日本のうたごえ祭典は 

うたごえ 65 周年祭典・大阪 
2013 年 11 月 2 日(土) 大阪城ホールで大音楽会（予定） 
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☆☆☆☆11111111 月月月月はたくさんコンサートがはたくさんコンサートがはたくさんコンサートがはたくさんコンサートが開開開開かれましたかれましたかれましたかれました☆☆☆☆        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

★皆様のコンサートの報告をお待ちしています★

★ 10 月 29 日 合唱団白樺 ★ 

合唱団白樺第５６回定期演奏会（１０月２９日（土）新

宿文化センター）は、約 1,500 名の観客を迎え盛況

に。今年は６１周年という新たな第１歩という矢先に起

こった東日本大震災、東電福島原発の大事故。うた

ごえの仲間同様、東北応援コンサート、うたごえの合

唱発表会等と同時進行の取り組みだった。故北川 

剛没後 25 周年、新訳曲紹介、民族舞踊。ゲスト演奏

は北川 翔＆大田智美で。次回は２０１２年１０月１３日（土）

新宿文化センターにて。 

★ 11 月 5 日 日本シニア合唱団 ★ 

11 月 5 日（土）練馬文化会館ホールで開かれた 2 回

目のコンサートには 500 人の参加があり、北部のうた

ごえ協議会のサークルや都内の合唱団からの応援も

あり、楽しい雰囲気にあふれた音楽会になりました。 

 第 1 部は良く知られた「お元気ですか」に始まり、童

謡メドレー「オールドブラックジョー」「童神」「寒い朝」

と続き「はばたけ鳩よ」。全員楽譜を広げての演奏で

したが、かえって安心して自信を持って歌えました。 

 第2部は友情出演「練馬新婦人コーラス ミール」「琉

球舞踊かりゆし会」のあと、男性団員の「ソーラン節」、

女性団員の「花笠音頭」の熱演に拍手。不ぞろいもあ

りましたが高齢者が頑張って踊っている姿がよかった

ようです。みんな歌う会も団員の持ち味が発揮され、

孫の歌の時には歌詞にある孫と祖母が紹介され拍手

をもらいました。東京年金者合唱団の 3･11 の気持ち

を歌った創作曲の演奏は会場も聴き入ります。 

 第 3 部は合同合唱団 80 人で「ともに生きる町」「川

の流れのように」ほか 2 曲を歌いました。この日のた

めに月 1 回合同練習をしてきた成果が発揮されたよ

うです。差後に本谷団長か「これからも高齢者ととも

に歌い続ける」とあいさつ「ふるさと」を全員で歌って

終わりになりました。 

 アンケートで「一生懸命歌い、踊る姿に励まされた」

「もっと独自演奏があってもいい」などｎ意見もいただ

きました。次のコンサートをめざして新しい 1 歩を始め

ていきます。 

（日本シニア合唱団 森住一之） 

 

★11 月 12 日 

第 27 回みんなとピースサンデー★ 
ちば祭典の一週間前というあわただしい時期でし

たが、恒例のピースサンデーを合唱団、邦楽・コカリ

ナ・ブラスバンド・ロックバンド演奏という多彩なプロ

グラムで開催。今年は、憲法キャンペーンを展開して

いるきたがわてつさんをゲストにお招きして、憲法の

みならず、大震災被災者支援、原発ゼロというテーマ

に網羅的に取り組み、地域の人たちと思いを共有し

ました。       （みなと合唱団事務局長 斉藤一正） 
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第８回常任委員会報告 

11 月7日、第8回常任委員会が 17 人の参加で行わ

れました。この日は、東京のうたごえ新春がんばろう

フェスタ 2012 の第２回実行委員会も行われたため、

いつもより１時間遅れての開始となりました。議題は、

この間の活動のまとめ、ちば祭典に向けて、関東・東

京うたごえ交流会、組織普及、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、グレートジャーニーの練

習会についての報告や、福島で開かれた「なくせ原発

大集会」へ参加した方からの報告。また、常任委員会

の前に、日航の闘いを支える会の結成集会に歌って

参加をしてきた仲間からの報告もされました。 

2011 年日本のうたごえ祭典 in ちばに向けては、

祭典実行委員会より提起された組織目標に対し、大

音楽会・グレートジャーにへの歌い手登録は達成が見

えたことが報告されました。しかし、１日目のコンサート

については残席があること、「あの空へ帰ろう」「人間

の歌」への歌い手登録がまだまだ少ないこともあり、

最後の最後まで歌っての参加を呼びかけあうことが

確認されました。 

また、祭典大音楽会の運営について、祭典実行委

員会より依頼の来ていた要員派遣について、具体的

に名前での確認をしました。 

関東・東京うたごえ交流会in大島については、ちば

祭典終了後にしっかりと動き出すことを確認し、年末・

年始にも再度担当者数名で大島を訪ねて、企画など

を深めることになりました。 

組織普及については、祭典に向け、また祭典の中で

も未加盟団体への加盟を訴えていくこと、うたごえ

新聞の拡大に取り組むことも提起されました。 

また、来年 2012 年 12 月 18 日に全国私鉄のうた

ごえ祭典が東京で開催されることが報告され、東京

のうたごえで連帯して取り組むことを確認しました。 

 

 

 調布・狛江地域に根ざした活動を続けて 47 年になりま

す。結成当時は自治体・金属・電気などの仲間が中心と

なり、それぞれの職場にもうたう会を立ち上げるなどして

いましたが、一時期は団員が減り続けてしまい、団員わず

か３人という厳しい時代もありました。 

 それでも、郷土の活動に取り組む中で、太鼓教室などで

子どもたちを集めながら少しずつ団員を増やしていき、

現在では合唱も 20 人以上、郷土部「跳鼓舞」と合わせる

と約 50 人で活動しています。郷土部で育った若者たちが

合唱にも参加するようになり、一層にぎやかに楽しく活

動しています。2012 年３月 31 日(土)調布市文化会館た

づくりにて郷土部「跳鼓舞」の演奏会を行います。郷土と

合唱のコラボレーションも目指して準備中です！ 

 

サークル紹介 

調布狛江合唱団 

☆ うたごえ喫茶ソングブック 828 ☆ 

予約受付中！ 
うたごえ喫茶やうたう会向けに新しい歌集を作成中

です。この歌集、制作に大熊事務局長と斉藤事務局次長

が関わっており、828 曲という幅広い選曲と読みやすく

大きな文字（12pt）が特徴です。でも、歌詞しか掲載して

いないという弱点が！ 

ご安心を！数量限定になりますが、828 曲をカバーする楽

譜集も同時に制作中です！ 

12 月 20 日まで先行予約（入金で正式予約）受付中！ 

予約の場合、歌集は 1200 円⇒1000 円！ 

楽譜集は制作協力金 15000 円です。 

                

季刊日本のうたごえＮＯ．154 発売中！！（515 円） 

●東日本大震災 被災地から 

  福島第一原発事故、宮城女川原発についてや、 

  宮城のうたごえ座談会の様子などを収録！ 

●話題の「つぶてソング」より「あなたはどこに」掲載！ 
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年末年末年末年末・・・・年始年始年始年始、、、、うたごえうたごえうたごえうたごえ新聞新聞新聞新聞・うたごえ・うたごえ・うたごえ・うたごえ喫茶喫茶喫茶喫茶ソングブックをソングブックをソングブックをソングブックを大大大大きくきくきくきく広広広広げましょうげましょうげましょうげましょう♪♪♪♪    

ちば祭典も大成功に終わり、あっという間に年末シーズンになってきま

す。職場や地域で望年会なども催されて、うたごえにも声がかかるケース

が多いかと思います。そんな中で忘れずに取り組んでいただきたいのが、

うたごえ新聞読者拡大と、の「うたごえ喫茶ソングブック」の普及です。 

うたごえ新聞では 12/5 のカラー特集号を始め、年内はちば祭典の感

動が大きく取り上げられます。とかく辛く、大変なことが多かった2011年、

そんな中で今年の日本のうたごえ祭典 in ちばは、被災地の仲間たちにも

大きな励ましを与えました。この感動、そしてうたごえ運動の本質をアピー

ルするのに、12 月の紙面は最適なものとなるはずです。 

見本紙を常に、多めにお持ちになり、今年の「師走」を「師」に負けじと走

り回りましょう♪ 

また、3 面でも紹介している「うたごえ喫茶ソングブック 828」につきまし

ても、年内の普及、予約にご協力をよろしくお願いいたします。 

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冬季冬季冬季冬季カンパへのごカンパへのごカンパへのごカンパへのご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします 

 東京のうたごえ協議会では、協議会の活動費、専従者の生活資金として、冬季カンパを呼びかけさせていただい

ています。協議会財政の大きな基盤である東京のうたごえ新聞読者が今年ジワジワと減っていることもあり、2人

専従体制維持のためにも、皆さまの物心両面でのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

♪おたよりありがとう♪      

今月は、みなと合唱団より「ハーモニー」NO.280、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」NO.115、

中央合唱団より「たいまつ」、わりかんうたう会より「わりかん」No283、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第

36 号、37 号をいただきました。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）  

12 月 03 日（土） ～４日（日）第９回常任委員会 音楽センター会議室 

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 06 日（火） ＪＡＬ不当解雇撤回総決起集会 みらい座いけぶくろ 

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 

12 月 10 日（土） 杉並ぞうれっしゃ合唱団ファミリーコンサート セシオン杉並 

12 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 

12 月 18 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

12 月 19 日（月） 第１８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 

12 月 21 日（水） 電通西南コーラス第１５回うたごえカフェ 高田馬場・戸塚地域センターホール 

12 月 23 日（金） みなとのうたごえ喫茶 都立障害者会館２Ｆ 

12 月 27 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

12 月 28 日（水） 第 31 回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 


