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年明けの 1 月 22 日に開催する『新春がんばろうフェスタ』の参加券（福引券もかねてます）はお手元にありますか？ 

年末年始の歌う会にはチラシと参加券、そしてうたごえ新聞をお忘れなく !! 

★ 繋繋繋繋がろうがろうがろうがろう広広広広げようげようげようげよう    ！！！！    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新春新春新春新春がんばろうフェスタがんばろうフェスタがんばろうフェスタがんばろうフェスタ 2012 2012 2012 2012 ★ 

今回で 3 回目となるがんばろうフェスタ、今回は会場が府中という事

もあり、三多摩南部ブロックでは合唱団だけでなく、郷土サークルにも声

をかけて、歌って・叩いて・踊っての参加を呼びかけ中。地元府中では中学

生や高校生の女の子たちが、タップダンスならぬ「下駄ップダンス」を浴

衣姿で披露してくれるという話も？フェスタに華を添えてくれそうです。  

東北に思いを寄せた「ふるさとの山影」、働く仲間への連帯を込めて「あ

の空へ帰ろう」「人間の歌」、青年と保育が輝いた「みんな輝け」など、

2011 年日本のうたごえ祭典 in ちばで歌い交わした歌も、想い新たに歌

いましょう！「ふるさとの山影」は、ぜひ東北出身の皆さんも舞台へ！！「あの

空へ帰ろう」は、もちろんＪＡＬ不当解雇撤回を闘う原告団の皆さんにも、

お声かけをしていきます。 

2012 年は労働者作曲家・荒木栄の没後 50 年。北部のうたごえでは、

がんばろうフェスタ参加への訴えも交えながら、12 月 20 日に「荒木栄を

うたおう会」を開催し、65 人が参加しました。フェスタでは、「仲間の歌」

「地底の歌」を歌い交わしますが、「地底の歌のソロやセリフは、その場でくじ引きで決める」などのアイデアも盛り

込みながら、フェスタに向けて元気を交流しています。 

三多摩地域で益々盛んになっているうたごえ喫茶に集う皆さんを巻き込もうと、三多摩ではうたごえ喫茶での

人気曲３曲「陽気に生きようこの人生をさ」「大空へ飛べ」「嵐」を軸に参加を呼びかけ、振付けもつくかも？ 

 「青い空は」「青春」「青い山脈」と、「青」を冠した３曲を歌う「青のメドレー」、保育の仲間に教えてもらいながら

「さあ踊ろう！」他を一緒に踊ろうなど、昨年よりも「参加者全員が歌い・踊る」を重視した中身になっています。最後

は定番、「がんばろう」を腕組み歌って、東京のうたごえの団結を実感しよう！！ 

500 円のチケットは、これも毎年恒例、福引券になっています。特等はなんと！！ 7 月 7 日・8 日（土日）に開催の、

関東・東京交流会in大島参加費無料券！！ 1等は「Love＆Peace」でもおなじみの山形のきむらいずみさんに「作曲

してもらえる券」（2010・2011 のフェスタで「高田龍治さんに作曲してもらえる券」を獲得し、見事新曲を完成させ

たサークルの発表もありマス！）、その他指揮考座無料券、太田真季さん声楽受講無料券、新発売の「うたごえ喫茶

ソングブック 828」「荒木栄 DVD」など、お楽しみ賞品をたくさん揃えています。 

年の初めにうた仲間たちとの出会いを楽しみにしています！！ チケット・チラシの追加のご連絡大歓迎！！ 

 

場所：府中グリーンプラザけやきホール（京王線府中駅直結） 参加費：５００円 

☆ 最終実行委員会は 1 月 10 日（火）18：45 より、音楽センター地下ホールにて ☆ 

 

                                     

発行：東京のうたごえ協議会 事務局  〒169-0072新宿区大久保2-16-36 音楽センター会館内 
TEL: 03-3200-4977／FAX：03-6801-7399 

E-Mail : touukyou@max.odn.ne.jp ／URL: http://touukyou.ciao.jp 
  

2011年12月号 

日時：1 月 22 日（日）14 時～16 時 15 分（予定） 



月刊・東京れぽぉと２０11 年 1２月号   2 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    

★1２月６日 ＪＡＬ不当解雇撤回総決起集会 ★    

冷たい雨の降る日でした。入り口に着くと、キャビンクルー

の方たちが傘袋の口を広げて傘を入れやすいようにサポー

ト。会場に入り空席を探しているとさりげなく案内。立てかけ

てある旗が倒れると、サッと駆け寄り直す。会場内の目立た

ぬところに立って全体に目配りをしている方も。 

受付でキョロキョロしていると声をかけてくださり、控え室まで案内。その心配りに感心すると同時に、長

年職場で培われたスキルをもつ人を解雇してしまうとは、と怒りも。 

集会の中では、会社の安全より利益追求、ベテランが居ない不都合などが次々と報告されました。 現場の

方たちから一日も早く戻ってきて、一緒に物が言える職場にしよう。との訴えも切実。 

集会の最後に、東京･千葉・神奈川から集まったうたごえの仲間 40 名と共に「翼をください」「あの空へ帰ろ

う」を歌いました。会場の大合唱にうたごえは闘いと共に、を実感。 （東京のうたごえ事務局 大橋真理子） 

★１０月２９日墨田区保育園うたごえサークルどんぐり★  

サークル結成３７周年コンサート（曳舟文化センター）は 3 才から 80 代までの広い年齢層４４０名の参加があり

大盛況にて終わりました。『子どもたちに平和な未来を～被災地に心寄せて～』というテーマを掲げ、オープニ

ングは『ぼくら太陽の子』を保育士らしく歌って踊ってオープニング。1 部はどんぐりからの合唱のプレゼントを

17名（20代から50代）で日本の美しい景色が思い出される歌をと、『七つの子』『小さい秋みつけた』『もみじ』

『小さな木の実』『赤とんぼ』などを間に小編成を入れながら、メンバー全員では難曲の『鳥が』馴染みのある

『瑠璃色の地球』を歌い、間にみんな歌う会で、客席からの子どもたちも舞台に上げて会場全体で和やかに歌

い交わしました。 

合唱のプレゼントパート 2 では、どんぐり全員で

『エール』ア・カペラで『生きる』創作曲の『リボン・思

いを束ねて』など、生きること、命の尊さ、生まれた

命こそが希望であることなどのメッセージを込めて

歌い、最後に東部保母合同で被災地への思いを創

作した『あなたと一緒に』を都合発に続き発表。 

3 部は親子合唱団すみだ☆どんぐり森、モリモリ

ーずと共に(約 100 名)合唱構成“ぞうれっしゃがや 

ってきた”を全曲演奏しました。ここ 8 年、毎年親子合唱団を組織し、毎年新しいメンバーがコンサートを見て増え

ています。約1年かけ、サークルの練習の他に 14回の練習を取り組んで迎えたコンサートは、リハーサルの時から

「まるで大家族のような和やかな雰囲気だった」という東部の仲間の感想が嬉しかったです。コンサートの最後

は客席と一緒に『故郷』を全員合唱し温かい雰囲気で幕を閉じました。来年の 38 周年コンサートは 2012 年 12

月 23 日、曳舟文化センターに決定しています。                                         （小泉恵美子） 

♪ 引き続き、協議会冬季カンパへのご協力をよろしくお願いします ♪  

11 月号でも訴えさせていただきましたが、協議会活動をさらに豊かにするため、また協議会専従者の生活資金

としての冬季カンパのご協力を引き続きお願いいたします。「カンパ集めてあげるから、サークルに訴えに来てよ！」

「忘年会、新年会で一曲歌いに来い！」など、大歓迎ですので、東京のうたごえまでご一報ください。 

（東京のうたごえ協議会事務局長 大熊啓） 
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第 9 回常任委員会報告 

12 月 3 日・4 日、第 9 回常任委員会が、「年に 1 回は

思い切り時間を取っての意見交流を」と、昨年に引き続

き、2 日間かけて 15 人の参加で行われました。議題は、

ちば祭典を含めたこの間の活動のまとめ、うた新・季

刊拡大について、事業普及、2012 年以降に向けての展

望、がんばろうフェスタ 2011 に向けて、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、みんなとピースサンデー

（港区）と、足立のうたごえ祭典の報告がされたほか、

ちば祭典についてコンサート・大音楽会の感想や、運営

や参加組織についての意見交流が行われました。 

うたごえ新聞・季刊日本のうたごえの拡大について

は大きく時間を取り、現状の報告と、紙面づくりについ

て活発な意見が交わされました。当日用意された資料

では、現在の読者数では専従 2 人体制は維持できない

ことも再確認され、最低でも 1760部という数が導きだ

されました。年内 1700 人の回復を目指すこと、東京の

総会までに1760人を目指すことを決意し、12月を取り

組んでいます。 

事業普及については、主に新発売の「うたごえ喫茶ソ

ングブック 828」の普及について論議をしました。予約

価格で一定数をあらかじめ東京のうたごえとして確保

しておこうという提案の元、500 冊の予約購入を決済

しました。（購入予算については、うたごえ 60 周年祭典

の還元金より一時借り入れて支払い、回収した後に還

元金に戻します。）また、2012 メーデー歌集に向けても

選曲などアイデアを出し合いました。 

2012 年以降に向けては、2012 年度総会について、

常任体制について、教育・創作活動の充実と組織拡大

の強化、規約改定についてなどを議論しました。方針案

としてまとめて、総会に提出したいと思います。 

がんばろうフェスタに向けては、当日の進行・運営体

制や組織・宣伝についての確認が行なわれました。企

画の準備状況は 1 面をご覧下さい。 

その他連帯活動として、日航支援の取り組みや、友

誼団体からの演奏依頼の報告や呼びかけがあった他、

2012 年に東京で開催が決定した私鉄のうたごえ祭典

についての報告があり、東京のうたごえとしても、連帯

して成功に向け取り組むことを確認しました。 

 

 

東京、私鉄のターミナルステーション、池袋に乗り入れ

ている、東京メトロ・西武鉄道・東武鉄道に働く仲間と、

ＯＢで結集している合唱団です。 

職場に明るいうたごえと闘いに根付いたうたごえを

広げるのを目標に、２０年来うたい続けて来ました。主に

板橋文化会館地下音楽室で練習しています。 

労働組合の文化運動の中で、「春闘決起集会」や、「う

たごえ祭典」に積極的に参加し、力になっています。団と

しても「うたごえ酒場」等に取り組んでいます。 

今年は 9 月に名古屋で「国鉄・私鉄のうたごえ祭典」

を成功させる一翼を担い、東京・関東から30名以上を参

加させました。 

2012 年は「私鉄のうたごえ祭典」を 11 月 18 日(日)

に、東京板橋区の成増アクトホールで開催します。東京・

北部のうたごえ協議会に加盟している我が団は、東京

のうたごえ、北部のうたごえの力をお借りして成功させ

たいと思います。皆様のご協力をお願い申し上げます。  

（団長 津村行雄） 

 

 

サークル紹介 

私鉄池袋ターミナル合唱団 

♪ うたごえ新聞を増やして大島へ行こう！ ♪  

2012 年 7 月 7 日・8 日に開催される「関東・東京の

うたごえ交流会 in 大島」、がんばろうフェスタでは、  

1 名様に参加費無料券が当たりますが、運だのみでは

なく、大島へのキップを手にする方法があります！ 

がんばろうフェスタまでに 10 人の読者を拡大した

方には、大島参加費無料券大島参加費無料券大島参加費無料券大島参加費無料券を、そして 20 人の読者を

拡大すると、船代船代船代船代・・・・宿泊費宿泊費宿泊費宿泊費・・・・参加費参加費参加費参加費全全全全てをプレゼントてをプレゼントてをプレゼントてをプレゼント！！！！ 

まだがんばろうフェスタまで、あと 1 ヶ月あります、

ぜひチャレンジしてみてください！！ 

※拡大は 8 月 10 日からの通算となります。 
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♪おたよりありがとう♪      

今月は、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер10、みなと合唱団より「ハーモニー」NO.281、合唱団しじゅうからよ

り「しじゅうから」第 38 号、39 号、40 号、南部合唱団より「なんぶ」NO.768、中央合唱団より「たいまつ」をいただき

ました。サークル・合唱団のニュース・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。 

荒木栄 DVD ブック入荷しました！ 

20年前のビデオをリマスタリングしDVD化、そして数々の資料から荒木栄の歌の解説

を多数掲載した本と併せ、DVD ブックとなった話題の商品が、先日入荷しました。 

東京のうたごえ常任委員会では役得（？）で、入荷前に一部上映会。20 年前の大牟田

センター合唱団はじめ、福岡・九州の皆さんの元気なうたごえや、当時の光景が鮮明に

映しだされました。映像の中で「大牟田少年少女合唱団」の小学生くらいの子どもたち

が、荒木栄の「夜明けだ」を歌っている場面では、「あ、ボクは当時（1990年ごろ？）丁度こ

の子達くらいの年齢でしたよ。（東京のうたごえ事務局長・大熊談）」「うっそー！？、大熊く

んそんなに若いの！？」と、楽しいやりとりもありました。 

来年は荒木栄没 50 年。これを記念した取り組みも多数開かれます。1/22 開催の新春がんばろうフェスタで

も、「地底の歌」を大勢で歌います。是非一緒に歌いましょう。そして、DVD を見て荒木栄に対する理解を深めま

しょう！ この機会に、「荒木栄をうたう会」などに取り組んでみるのもいかがでしょうか？ 

定価 3,500 円 ※2011 年中に入金なら、3,000 円でお求めいただけます！ 

お求めは東京のうたごえ協議会、または音楽センター（03-3200-0101）へ 

♪♪♪♪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）  

1 月 04 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 

1 月 10 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

1 月 10 日（火） 第１０回常任委員会/第３回がんばろうﾌｪｽﾀ実行委員会 音楽センター地下ホール 

1 月 22 日（日） 東京のうたごえ新春がんばろうフェスタ 2012 府中グリーンプラザけやきホール 

1 月 24 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

1 月 25 日（水） 第 32 回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

2 月 01 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 

2 月 06 日（月） 第１１回常任委員会 音楽センター会議室 

2 月 11 日（土） ～12 日（日）2012 年日本のうたごえ全国協議会総会 大久保労音会館（Ｒ'ｓアートコート） 

2 月 14 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

2 月 20 日（月） 第１２回常任委員会 音楽センター会議室 

2 月 22 日（水） 第 33 回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

2 月 28 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

3 月 04 日（日） ２０１２年度東京のうたごえ協議会総会 会場未定 

 


