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寒さ厳しい折、いかがお過ごしですか？ これからますます、「うたごえ」の出番が多くなる季節。体調に気をつけて、う

たごえをひびかせましょう。 

★ 新年新年新年新年のごあのごあのごあのごあいいいいさつさつさつさつ    ★ 

東京のうたごえの仲間のみなさん、うたごえを愛し支えて

くださっているみなさん、謹んで新年のご挨拶を申し上げま

す。今年は、大震災で被災された方々、原発事故で故郷を離

れ避難生活をされている方々を思うと「おめでとう！」と心

から挨拶を交わせない心境の年明けでした。 

また政治の行方も、私たちの暮らしが良くなる方に向かっ

ているとは到底感じられず、腹が立ったり気分が暗くなった

りする材料ばかりです。 

が、こんな時こそ、人間らしい世の中へと転換を求める願いが本物になってくるのではないかと思います。

「なにくそ！」「どっこい、生きてる！」という底力！これを豊かに育むものこそ「仲間」と「歌（文化）」

ではないでしょうか。この 1 年、「仲間」と「歌」の魅力を東京中に広めていきましょう！ 

（東京のうたごえ協議会会長 轟 志保子） 

 
 
 
    

今回で３回目を迎えた「東京のうたごえ新春がんばろうフェスタ」は、東京各地、遠くは大島から合わせて 350

人が参加しました。開催地の府中からも共同作業所や郷土和太鼓サークル、またモダンバレエの女の子たちも参

加をしてくれるなど、にぎやかなものになりました。「徹底的に歌って交流」を掲げて、三多摩でますます盛んな歌

声喫茶の仲間たちも多く参加し、舞台・客席にうたごえ溢れる集いになりました。来年もぜひ歌っての交流の場を

作りたいですね♪ 以下、当日の様子を写真で紹介！！ 
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★開幕は地元三多摩南部、手話も

交えて“ビリーブ“ 

東京のうたごえ 新春がんばろうフェスタ 

1 月 22 日（日）府中ケヤキホール にて 開催 

 
▲北部の仲間は、没 50 年荒木栄、 

“地底の歌”を力強く！ 

 
◆千代田・南部の仲間による JAL 

の闘い支援のうたごえ ！ 
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★たかだりゅうじ作品第 1 号、港新 

婦人コスモス”大切なあなたへ“ 

 

◆昨年は“江戸川ふくじゅそう”が 

ちゃっかり GET で「笑顔」を披露 

 

▲想いの丈を創作曲「心寄せ合って」 

東京介護福祉労働組合の仲間 

 

●西部・新宿の皆さん！ 轟会長も 

         青 春 ！ 

 

▼ブレイクタイムにも楽しい企画 

南京玉すだれ、後光が射します 

 

◆若さ溢れる見事な太鼓合同 

ドンドンドンと郷土の響き 

東京のうたごえ 新春がんばろうフェスタ写真特集♪  

1 

 

★今どきの女の子はカッコイイ！ 

ﾌｧﾝﾀｼﾞｯｸな Get(下駄) ＵＰタップ 

 

▲さあ踊ろう！！ 会場も巻き込んで    

東部・保育の仲間たち 

 
❖行くぜ！ 大島！ 大島の仲間、 

岡野さんと中嶋さんのアピール 

 

★大島無料券大当たり！ 

ＧＥＴしたのはシニア合唱団の 

「大島は 30 年ぶり! 」関よし子さん 

 

◆まだまだ歌いましょう ！ 

続々と舞台に、三多摩のうたごえ

と歌声喫茶の仲間たち 

 
◎2012 年もがんばろう !!!!    

最後はもちろん団結ガンバロー 

そして腕を組んで大合唱♪ 
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♪1760 人のうたごえ新聞読者で、 

東京のうたごえ協議会総会を迎えよう♪ 

東京れぽぉとをお読みのみなさん、週刊うたごえ新聞はお読みですか？ 

現在、東京では 1660 人の方がうたごえ新聞を購読しています。新しい読者も、昨年は 100 人近く増

えました。しかし購読停止となる方がとても多く、読者の輪はなかなか広がっていきません。 

また、東京のうたごえ協議会の財政を支えている、うたごえ新聞の還元金を今後も出し続けるには

1760 人の読者が必要です。そこで、東京中にもっとうたごえの仲間を広げるために、また、東京のう

たごえ協議会の安定した財政をつくるために、3 月 4 日の東京のうたごえ協議会総会までに 1760 人読

者を目指し、みなさんの力を合わせ読者を広げていきましよう！ 

読者拡大の報告はもちろん、拡大に向けた取り組みやうた新紙面の感想などがありましたら、東京の

うたごえ協議会までどしどしお寄せください。     （東京のうたごえ協議会事務局 井沢志歩） 

第 10 回常任委員会報告 

1 月 10 日、第 10 回常任委員会が、17 人の参加で行わ

れました。今回は、1 月 22 日の開催を控えた東京のうたご

え新春がんばろうフェスタ 2012 の第３回実行委員会の後

の時間で行なわれたため、差し迫った全国総会や東京総

会に向けて以外の部分では時間を割いた論議ができませ

んでした。主な議題はこの間の取り組み、2012年度の全国

総会と東京総会に向けて、うたごえ新聞・季刊日本のうた

ごえ読者拡大について、事業普及について、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、12/6 の日航不当解雇撤回総

決起集会と、北部、電通西南、みなとのうたごえなどが、

2011 年末に取り組まれたうたう会の報告がされました。 

2012 年度東京のうたごえ総会に向けては、会場確保や

議案の準備の分担、また次年度の役員体制について確認

した他、総会の中で学習の時間を設けることを決め、どの

ような学習が良いか意見を出し合いました。原発や TPP、

東京の情勢や著作権についてなど、様々なテーマが出され

ました。総会以外の場でもこれらの学習の機会は作る予定

です。前回の報告にもあった規約の改定については、四役

でたたき台を作ることになりました。 

うたごえ新聞拡大については、3/4 の総会までに展望の

見える読者数回復を目指して、特別な体制も考えていくこ

とが提起されました。 

事業普及に関しては、うたごえ喫茶ソングブック 828 や

荒木栄 DVD の評判などを交流したほか、メーデー歌集の

選曲についても意見を交換しました。 

2/11･12 に東京で開催される日本のうたごえ全国協議

会総会に向けては、代議員定数 16 を地域で分担して出す

ことが確認され、今回は会場も近いので、ぜひオブザーバ

ーでの積極的な参加を、と呼びかけてられました。 

★北部のうたごえ、荒木栄をうたおう会 
北部のうたごえ協議会恒例の 12 月うたう会

（12 月に行う方針を持っています）が昨年に引続

き「荒木栄をうたおう会」として開催されました。 

12 月 20 日（火）北区北赤羽区民センターを会

場に、夜、北部のうたごえ協議会加盟のサークル

を中心に 65 名の仲間が集まりました。 

今年は荒木栄さん没後 50 年ということで、全

国でも荒木作品がいっぱい歌われることでしょ

うが、その先駆けとなるような、荒木作品だけ 2

時間近く、18 曲をピアノ、アコーディオン、フルート

の伴奏トリオで歌い続けました。 

荒木さんの曲は今でもよく歌われますが、18

曲となると知らない曲も多く、歌唱指導をしたり、

知っている人達が前に出て合唱したり、デュエット

をしたりと多彩に歌いました。最後に「地底のう

た」の最終曲を歌唱指導して皆で覚えてから、男

声 10 数名が全章の合唱をしました。もちろん、最

終曲は女性も含め全員で歌いました。1 月の「が

んばろうフェスタ」で演奏しようと呼びかけまし

た。最後は全員会場いっぱい輪になって「がんば

ろう」をうたって終りました。 

（北部のうたごえ協議会・宮崎治） 
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2012012012012222 年年年年度度度度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協議会総会協議会総会協議会総会協議会総会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ 

東京のうたごえの仲間達が一同に介して、それぞれの運動や取り組みを 

交流し、学びあい、今年の協議会の活動方針について深め合う場、東京の 

うたごえ協議会総会が下記の日程で行われます。 

代議員だけでなく、ぜひオブザーバーでの参加も積極的にお願いします。 

３月４日(日) 13：30～19：30（予定） 

会場：豊島区民センター（コア・いけぶくろ）５Ｆ音楽室 

※学習の時間も予定しています。 

３３３３月月月月のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ情報情報情報情報♪♪♪♪    ぜひぜひぜひぜひ参加参加参加参加をををを呼呼呼呼びかけあってくださいびかけあってくださいびかけあってくださいびかけあってください！！！！    

3333 月月月月 9 9 9 9 日日日日（（（（金金金金））））    日航不当日航不当日航不当日航不当解雇撤回解雇撤回解雇撤回解雇撤回をををを求求求求めるめるめるめる全都全都全都全都 6666 ヶヶヶヶ所一斉行動所一斉行動所一斉行動所一斉行動    

    3/29 の乗員裁判、3/30 の客乗裁判の判決を控えての一斉宣伝行動です。「あの空へ帰ろう」を持って、支援

のうたごえを響かせましょう。場所は下記の 6 ヶ所、時間はいずれも 18：00～19：00 

    ①錦糸町駅北口 ②新宿駅南口 ③品川駅港南口 ④池袋駅東口 ⑤有楽町駅マリオン前 ⑥立川駅北口 

3333 月月月月 10101010 日日日日((((土土土土))))    震災復興震災復興震災復興震災復興・・・・原発原発原発原発ゼロへゼロへゼロへゼロへ！！！！    3333・・・・10101010 メモリアルメモリアルメモリアルメモリアル文化文化文化文化パレードパレードパレードパレード    

日本のうたごえ全国協議会も参加する、文化団体連絡会議の呼びかけによるパレードです。 

豊島区立南大塚２丁目、第２児童遊園から大塚駅周辺を 14：00～15：00 でパレード。 

3333 月月月月 11111111 日日日日((((日日日日))))    震災復興震災復興震災復興震災復興・なくせ・なくせ・なくせ・なくせ原発原発原発原発 3.113.113.113.11 行動行動行動行動 inininin 東京東京東京東京    

    東日本大震災から 1 年、全国各地でも様々な取り組みが行われる予定ですが、ぜひこちらにも結集を！まだ

演奏などの詳しい予定は決まっていませんが、どんな形でも歌って連帯したいと思います。 

    井の頭公園にて 11：00～ブース企画、文化行事 13：30～メイン集会 15：00～パレード 

 

♪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４１号、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер11、Номер1、みなと

合唱団より「ハーモニー」NO.282、中央合唱団より「たいまつ」、南部合唱団より「なんぶ」NO.769、日本シニア合唱

団より「日本シニア合唱団ニュース」NO.116～118、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」を頂きました。 サークル・合唱団のニュース、コンサートのチラシなどありましたら、ぜひお寄せ下さい。 

♪♪♪♪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）  

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 12 日（日） 第５３回指揮考座 音楽センター地下ホール 

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 15 日（水） 第１２回事務局会議 東京のうたごえ協議会事務所 

2 月 16 日（木） 女性のうたごえ合同練習会（国際女性デーに向けた） 北区中央公園文化センター 

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 24 日（金） 第 38 回大塚うたごえ酒場 大塚ラパスホール 

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 豊島区民センター音楽室 


