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春めいた日差しの今日この頃。「読者を連れて春よ来い！」とうたごえ新聞拡大推進本部からのニュースはお手元に届

いているでしょうか？まだご覧になっていない方は、東京のうたごえ協議会までご連絡をください！ 

★2011 年度 日本のうたごえ全国協議会総会（2/10・11 大久保 R’s アートコート）★ 

2012 年度第 45 回日本のうたごえ全国協議会総会には、全国から 30 都道府県 9 産別 182 人が参加をし、

2011 年度総括、2012 年度方針、体制、予決算などを採択しました。東京のうたごえからは 16 人の代議員含め、

評議員・オブザーバーなど合わせて25人が参加し、うち3人が討論の中で発言をしました。発言希望を出した方は

もっと沢山いたのですが、残念ながら全体の時間の都合もあり、発言はできませんでした。しかし、文書発言として、

今総会の中での発言と合わせて、次号季刊日本のうたごえ(156 号)に収録される予定です。 

今総会の特徴として、ひとつにはやはり、東北への支援の取り組みや、反原発の運動と結んでの取り組みなど

が多く発言され、総会の中ではこの間うたごえ新聞で募集した「反原発ソング」入選作を歌い交わす場面も。 

また、もうひとつは若い世代の発言がとても多く、またひとつひとつが光っていたことでした。特に、うたごえ新

聞 2/27 号の 1 面にも紹介されている東海青年のうたごえは、参加したほとんどの青年が、オブザーバーではなく

「代議員」として、責任を持って参加をしていたことが大きな特徴で、これに刺激を受けた東京の参加者も多く、総

会後の東京のうたごえ常任委員会でも「次世代」を見据えた運動について積極的な意見が出されました。 

参加のみなさん、お疲れ様でした！！ 

＜写真（いずれもうたごえ新聞社提供）＞ 

被災地ボランティアの経験、歌っての教育

実践を報告する、三多摩青年合唱団・箱崎

作次さん（左）。合唱・郷土、どちらも活発に

取り組んで、青年を増やそうと呼びかける、

調布狛江合唱団・田中俊さん（中）。震災直

後の中国公演で、絆と連帯の経験を報告、

東京紫金草合唱団・伊藤一枝さん（右）。 
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♪ 日航不当解雇撤回闘争支援、全都一斉宣伝行動（2/17）新宿駅前行動より通信 ♪ 

新宿南口は20団体30人ほどが参加。うたごえからは、電通西南コーラスの

外山さんと、全国協議会事務局の石垣さん、国鉄東京合唱団の木田さんも、

途中から「とにかく顔を出そうと」と駆けつけてくれました。 

外山さんのギターにあわせて「あの空へ帰ろう」「翼をください」などを歌い

ました。 小雨も振って冷え込む中、歌声は参加者を励まし、パイロットの方が

口ずさんでいたのが印象的でした。署名に応じてくれた航空関係の男性は、

「一番頑張っている人たちを犠牲に、空の安全は守れない。ベテランを切れば

技術も継承できない。ＪＡＬのためにも、解雇は撤回すべき」と話していました。 

次回の一斉宣行動は 3 月 9 日(金)18：00～19：00 ぜひ歌っての支援に参加を！ 

錦糸町駅北口／有楽町マリオン前／品川駅港南口／池袋駅東口／新宿駅南口／立川駅北口 
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★総会総会総会総会までにまでにまでにまでに１７６０１７６０１７６０１７６０人人人人のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ新聞読者新聞読者新聞読者新聞読者をををを達成達成達成達成しようしようしようしよう！！！！★                             

３月４日の東京のうたごえ協議会総会まで取り組んでいる、うたごえ新聞読者拡大。ただ今の読者数は１６７６人

です。（２/２３現在） みなさん、サークル・合唱団の会員・団員の方、指揮者・伴奏者の方、うたう会やうたごえ喫茶

にいつもご参加の方、演奏会に来てくださる方。また、職場や地域の方、ご友人やお知り合いの方の中で、うたご

え新聞を読んでほしいと思っている方は、いませんか？… 

あっ！と思いついたその方に、ぜひ、３月４日の総会までにうたごえ新聞の購読を呼びかけてください！ 

なぜなぜなぜなぜ 1760176017601760 人読者人読者人読者人読者をををを目指目指目指目指すのか・・・すのか・・・すのか・・・すのか・・・？？？？    

東京のうたごえ協議会では毎月、「東京総支局」として東京の読者の発送・集金を取りまとめることによって、

うたごえ新聞社より還元金を繰り入れています。これは、東京のうたごえ協議会の活動を支える重要な財源で、

現在の読者数では今の協議会活動を支えるにはかなり厳しく、事務局専従 2 人体制を維持する予算も立てるの

が難しいという現実があります。財政安定の当面の目安が「読者 1７６０人」ということなのです。 

読者読者読者読者がががが増増増増えるとどうなるのえるとどうなるのえるとどうなるのえるとどうなるの？？？？ 

読者が増えれば、とうぜん前述の協議会財政が安定しますので、サークル・合唱団からの要求に応えた学習・

講習・練習会などの企画、あるいは「がんばろうフェスタ」などの交流企画も、もっと思いきって旺盛に取り組むこ

とができるようになります。事務局の増員や保障もできるようになるので、演奏・伴奏・歌唱指導、あるいはサーク

ル・うたう会づくりなど、さらに東京全体の運動を豊かにすることが可能になります。 

なにより、読者が増えるということは、「うたごえ運動の支援者」が増えるということです。2000 人読者になれ

ば、「東京のうたごえ応援団」が 2000 人ということ、こんなに頼もしいことはありませんよね？ 

今今今今、、、、みなさんにしてみなさんにしてみなさんにしてみなさんにして欲欲欲欲しいことはしいことはしいことはしいことは！！！！    

ここ最近は毎日「読者が増えたよ！」と報告をいただいていますが、まだまだ１７６０人には足りません。また、読者

が増える一方で、残念ながら諸事情で購読をやめてしまう方もいるため、その分も増やして取り返さないと、読

者の数としては増えていきません。これには、東京のうたごえのみなさんの力が必要です。今、東京れぽぉとをお

読みのみなさん、ぜひお力を貸してください。 

読者が増えたら、東京のうたごえまでご報告ください。ほかにも、読者拡大に向けて取り組んだこと、サーク

ル・合唱団でうたごえ新聞について話題になったこと、紙面の感想など、ぜひお寄せください。 

3 月 4 日の総会終了ギリギリまで、みなさんからの拡大報告をお待ちしています！ 

（うたごえ新聞拡大東京本部長 井沢志歩） 

★ 楽譜集・うたごえ喫茶ソングブック 828、いよいよ２月末に入荷！ ★             

たいへんお待たせしました！好評のうたごえ喫茶ソングブック 828

の楽譜集が、２月末に入荷いたします。当初の予定よりも時間がかか

ってしまいましたが、月末にようやく皆さんのお手元にお届け出来ま

す。ご注文いただいた皆さんはどうぞお楽しみに！実物を見てから欲

しいという方は、音楽センターまでご連絡くださいね！ 

「「「「脱原発脱原発脱原発脱原発ソングソングソングソング歌集歌集歌集歌集」」」」つくりますつくりますつくりますつくります！！！！  先日の日うた総会で発表された

入選曲を中心に、脱原発ソングの歌集を５月発売予定で制作します。

ご期待ください。 

「「「「荒木栄作品楽譜荒木栄作品楽譜荒木栄作品楽譜荒木栄作品楽譜集集集集」」」」制作予定制作予定制作予定制作予定！！！！  没５０年を迎えた荒木栄の楽譜集

を制作します。CD「不知火」収録曲を網羅予定です。   

（東京のうたごえ事業部担当 山田秀樹） 
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炎は1979年に、電話交換手の職場に生れました。夜

勤や宿直のある仕事をしながら、家事・育児をこなし、

そんな生活を毎年創作曲にして歌ってきました。 

時には歌が、職場の闘いの武器にもなり、全国の電

話交換手の仲間たちの先頭に立って頑張ってきました。 

現在団員数は 6 人で、全員退職者です。少人数とは

いえ、多くがうたごえ歴 50 年を超えた人で、今も歌う

情熱は変わっていません。 

それでも、残念ながら年齢は争えず、あと何年歌え

るかわかりませんが、来年コンサートを開こうと決めま

した。楽しみながら燃焼しきれたら本望です。どんなコ

ンサートが出来るか、準備はこれから。うたうことに熱

い情熱をお持ちのあなたに、炎入団を呼びかけます。

一緒にうたいましょう、どうぞよろしくお願いします。 

（星野 トミ江） 

        

♪ 東京のうたごえ協議会総会へ参加を ♪ 

日時：3 月 4 日（日）１３：３０～19:30（予定） 

場所：豊島区民センター5F 音楽室 

学習会の講師が決まりましたのでご紹介します。 

この講演は聴く価値アリ！ぜひ代議員だけでなく、 

積極的なオブザーバー参加をお願いします！！（無料） 

「文化運動がひらく地方自治と日本の明日」    

講師講師講師講師■■■■池上洋通池上洋通池上洋通池上洋通（いけがみひろみち）さんさんさんさん  

 

 

 

サークル紹介 

電通女性コーラス 炎 

◆講師プロフィール◆ 

1941 年生まれ。1974 年～92 年まで日野革新市政の下、

市役所職員をつとめる。1992 年～2002 年に自治体問題

研究所事務局長・研究担当常務理事、月刊「住民と自治」

編集長をつとめる。現在、自治体問題研究所主任研究員、

その他、多分野の運動に関わり、講演活動を全国で行う。 

自治問題・福祉・教育に関するものなど著書多数。 

第 11 回・12 回常任委員会報告 

2 月 6 日に第 11 回常任委員会が 18 人の参加で、20

日に第 12 回が 15 人の参加で行われました。２回とも主

な議題は、2012 年度東京のうたごえ協議会総会に向け

て、うたごえ新聞読者拡大や事業普及、関東交流会in大

島に向けて、この間の取り組み、その他連帯活動でした。

また、2/10・11 に行なわれた日本のうたごえ全国協議

会総会について、11 回常任委員会で参加状況を把握し、

12 回常任委員会では参加者からの報告がされました。 

東京のうたごえ総会に向けては、前回確認した学習の

時間について、具体的な講師とテーマが決定され、2011

年度総括や 2012 年度方針、またうたごえ 70 周年に向

けたプランについても論議されました。 

とりわけ方針案については、全国総会参加者より、東

海などの青年の発言が光ったことが報告され、「中長期

だけでなく、単年度方針にも『若い仲間を迎える』事につ

いて具体的に行動提起をするべき」という意見も出され、

活発な論議になりました。 

また、規約の改定についても時間を割いて検討し、総

会へ提案をする形にまとまりました。その他、決算・予算、

総会当日の運営体制も確認をしました。 

うたごえ新聞拡大に向けては、3 月 4 日の東京総会に

向けて特別体制として、常任委員の井澤志歩さんを拡大

本部長として取り組むことを確認しました。決算・予算で

も、この間の読者減で、東う協財政は確実に厳しくなっ

ており、協議会活動をさらに活発にするためにも、この拡

大は急務です。事業普及として、近日発売の2012メーデ

ー・平和歌集とソングブック 828 楽譜集の活用について

呼びかけがあり、関東交流会 in 大島は、1 号ビラが完成

し、これから配布が始まります。 

今後の取り組みとして、日航争議支援の諸行動、3.11

関連の集会への参加、またあかつき印刷より依頼の「お

客様交流会」での演奏についてなどが提起されました。 

－東日本大震災があぶりだした事実を見つめながらー 

東日本大震災の現場にも足を運び見えてきたこの国の姿、

フクシマ以後をどうつくるか、ＴＰＰが示す「文化」「価値」とは？

原発・沖縄・大阪・そして東京で起きていること。世界情勢にも

目を向けながら、主権者・民衆の心をつなぐ文化・創造運動を！ 

判りやすく、熱く語っていただきます！！講演は 14：50～の予定。 
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♪おたよりありがとう♪      

今月は、南部合唱団より「なんぶ」NO.770、みなと合唱団より「ハーモニー」NO.283、わりかんうたう会より「わり

かん」No.284、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第 42 号～44 号、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」をいただきました。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。おたより余談合唱団白樺の機関紙「БЕРЁЗКА」Номер11に「白樺が日テレの『ぐるぐるナイン

ティナイン』に映ります！」とのことでテレビの前で待機。わずか 10 秒にも満たない時間でしたが、コサックダンスを

踊る舞踊班の団員と、左下に「協力・合唱団白樺」の文字が！ ワクワクしながらテレビの前にいたのは久々の体験。 

♪♪♪♪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）  

3 月 01 日（木） ３・１ビキニデー 静岡県焼津 

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 

3 月 05 日（月） あかつき印刷お客様交流会演奏に向けた練習会 音楽センター地下ホール 

3 月 07 日（月） 東京紫金草合唱団うたごえ喫茶 赤羽労音喫茶パンプキン 

3 月 08 日（木） 国際女性デー 豊島公会堂（みらい座いけぶくろ） 

3 月 09 日（金） 日航不当解雇撤回支援 全都一斉行動 都内６ヶ所 

3 月 10 日（土） なくせ原発 3.10 大塚メモリアルパレード 大塚 

3 月 11 日（日） なくせ原発 3.11 東京集会 井の頭公園 

3 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 

3 月 17 日（土） 絹の道合唱団コンサート「この星の上で」 八王子いちょうホール 

3 月 21 日（水） 私鉄のなかまのうたごえ広場 豊島区民センター喫茶室「リヴィア」 

3 月 21 日（水） あかつき印刷お客様交流会（うたごえで演奏） 全労連会館ホール 

3 月 26 日（月） がんばろうフェスタ総括実行委員会 音楽センター地下ホール 

3 月 27 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

3 月 28 日（水） 第 34 回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

3 月 31 日（土） 調布狛江合唱団郷土部「跳鼓舞」演奏会 調布市文化会館たづくり 

3 月 31 日（土） 合唱劇「カネト」東京公演 アミュー立川 

★3 月 11 日 「震災復興・なくせげんぱつ 3.11 行動 in 東京」 井の頭公園西園にて ★    

11：00～13：30 ブース企画、文化行事 

音楽センターもブースの出店を行いますので、店の周りで歌いましょう♪ 

また、うたごえ合唱団でも舞台で演奏予定です。 

演奏曲（予定） 

 あなたが夜明けをつげる子どもたち／決意（反原発ソング入選曲）／ 

 心つなごう(歌唱指導) ※いずれも 2 月末発売の 2012 メーデー歌集に掲載 

    「あなたが夜明け～」「決意」は 3/5(月)19 時より音楽センターで練習会をします。 

13：30～15：00 メイン集会（14：46 に黙祷をします） 

15：00～ パレード 歌って送り出し・パレードに参加をしましょう。 

♪ この日は、足立区、北区、多摩市、また関東各県でも集会が計画されています。 

それぞれの地域でも積極的に歌っての集会参加を！！ 


