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桜の便りがようやく届くころになりました。 お花見では右手にメーデー歌集、左手にうたごえ新聞、唇には歌を！  

今年のメーデー歌集は、お花見の席で歌える歌も載っています。ぜひ、歌って広めましょう♪ 

★2012201220122012 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★３月４日（日）豊島区民センター音楽室 

2012 年度東京のうたごえ協議会には、加盟・未加盟・

オブザーバーなど合わせて 70 人以上が参加をしました。

討論の時間では、2011 年度総括、2012 年度方針案をも

とに、21 人が発言をし、演奏普及や協議会建設、うた新拡

大、創作など、様々な分野で積極的な活動も報告されま

した。詳しくは総会決定集と報告集をお待ち下さい。 

また、当日は自治体問題研究所の池上洋通さんを招い

て、情勢学習の特別講演も予定しておりましたが、なんと

総会前日に手首を複雑骨折する怪我に見舞われ、特別講

演は急遽中止に。その分（？）沢山の方に発言をいただい

て、討論は充実したのですが、「お話を楽しみにしていた」

という方も多く、池上先生の講演については、近々別途企画をしたいと思います。 

2011 年度総括案・2012 年度方針案、2011 年度決算、2012 年度予算は、全会一致で承認され（上写真）、

2012 年度用議会役員についても圧倒的多数で承認されました。 

また、東京のうたごえ協議会規約の改定についても、常任委員会より提案がされ、これは1年をかけて論議をし

て、来年の総会で改めて採決をしたいと思います。（改定案については総会決定とともに、別途配布いたします） 

東京のうたごえ協議会では 3/4 の総会までに、うた新 1760 人読者

を目指しての拡大キャンペーンを取り組んできましたが、総会当日も

続々と読者は増え続け（左写真、討論の間も読者の数が増えていく）、

この 1 日で 13 人の読者を迎えるなど大奮闘でした。 

総会の最後には、メーデー歌集を使って全員で大きな声を出して歌っ

て、2012 年の決意を固めあいました（下写真）。 
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2012 年の東京のうたごえ合唱発表会は・・・ 

１０月６日（土）→女性・一般・ｵﾘｼﾞﾅﾙｺﾝｻｰﾄ 

１０月８日（月・祝）→職場・小編成・交流 

日本橋公会堂にて開催します！！ 
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井の頭公園で行われた「震災復興・なくせ原発 

3・11行動in東京」には、東京各地から8000人が参

加。東京のうたごえは、開会前の文化行事とパレード

の送り出しで演奏をしました。東京のうたごえの演

奏の他に、年金者合唱団による合唱、南部合唱団郷

土部「南舞」や調布狛江合唱団郷土部「跳鼓舞」など、

複数の和太鼓サークルが参加しての合同演奏、ご当

地吉祥寺の劇団前進座と芸術劇場有志により「反

原発五人衆」、松平晃さんのトランペットに、茨城から

はヒューマンファーマーズが参加し、「ふるさとを汚したのは誰」などを熱唱するなど、盛りだくさんの文化行事でし

た。集会の様子はうたごえ新聞3/26号の8 面にも紹介されています。メーデー歌集にも掲載の新しい反原発ソン

グ「決意」は「この歌が載っているならメーデー歌集を買います」という声があったというほど好評でした。その他、

各合唱団の機関紙より一部抜粋。（写真提供：うたごえ新聞社） 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

＜北区＞ さよならさよならさよならさよなら原発原発原発原発 inininin 飛鳥山飛鳥山飛鳥山飛鳥山 

 当日は天気も良く８５０名の方

が、黄色を身につけるか、手に持

って参加。福島からの避難され

てきた方、弁護士、明治乳業争

議団、被爆者、地元の小学生の

発言など、２時 46 分に黙祷、最

後に「故郷」を合唱しました。 

その後、三角公園に移動し５００名の参加して王子駅周辺をパ

レード。 うたごえの出番は無かったけれど、たくさんの人が参

加。 画像はコーラス桐ヶ丘の方と牛乳パックで作った龍。 

 

3333 月月月月 11111111 日日日日    さよならさよならさよならさよなら原発集会原発集会原発集会原発集会    

◆パレード出発の際、私と瀧口さんとでメーデー歌集

を18部売りました。加山忠さんは一人で50部売っ

たそうです。私はこのようなとき、いつも自分の方

が励まされます。メーデー歌集を「もう持っている

からいいよ」と笑顔で言ってくれたり、反対に「1 部

100 円ですが」と言っても、ほとんどの人がためら

わず買ってくれました。 

（南部合唱団「なんぶ」より、下川未代さん） 

◆文化行事に向けて、団のレッスンで 2 回にわけて稲見

先生の指導で、年金者合唱団で歌う「春はきっと」

「かけがえのない人生」、東京のうたごえとして歌う

「決意」を事前に少し練習することができたため、当

日、舞台横での東京のうたごえの特訓を得て何とか

舞台上で歌うことができました。たまたま各パート 2

名以上の参加であり、ゆくゆくは少人数のユニットで

演奏できる展望？も開けた 1 日でした。 

（合唱団しじゅうから「しじゅうから」より、山本尊仁さん） 

 

 

 

 

 

 その他に日比谷公園、足立区（上写真、う

たごえ新聞 4/2 号に記事掲載）板橋区、多

摩市、町田市などで、前日の 3/10 には豊島

区大塚（うた新 3/26 号に掲載）、小金井市

でも集会・パレードが行われました。 

参加されたみなさん、お疲れ様でした。 
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2012 年度常任員･体制のご紹介 

3月4日の総会で承認された2012年度東京のうた

ごえ協議会役員体制。退任の報告と新任の紹介です。 

新任の方のご紹介 

事務局次長に、井澤志歩さん（中央合唱団）。常任委

員に、岩崎あすかさん（調布狛江合唱団）、神喰重夫さ

ん（通産混声コーラス）。会計監査に佐藤光子さん（南

部合唱団）。以上の方が新しく加わりました。 

退任の方のご紹介 

長年にわたり、常任委員・副会長を務めていただい

た鈴木勝雄さん（調布狛江合唱団）、2009 年、協議会

加盟の翌年から常任委員を務めていただいた飯塚隆

さん（通産混声コーラス）、昨年 1 年間、会計監査を務

めていただいた佐藤美江子さん（東京紫金草合唱

団）。以上の方がご退任されました。 

★ 春闘勝利を勝ち取るための 

東部決起集会で、演奏  
３月１５日(木）江東区猿江公園で開かれた、春闘勝利

を勝ち取るための東部決起集会で、演奏しました。 

足立保母つくしんぼ、江東しろつめ草、足立ピースフ

ラワー合唱団、葛飾歓多里うたう会、合唱団 TOSEI か

ら東部のうたごえの仲間が 11 人と東京のうたごえの

大熊さんもギターを持って駆けつけて下さり、「心はい

つも夜明けだ」「あの空へ帰ろう」「沖縄を返せ」「闘う

われら」「がんばろう」の５曲をオープニングで元気に演

奏しました。日が暮れるにつれて、星が美しく輝き出す

猿江公園に、最終的に集まった 150 人程のデモ隊を、

メーデー歌集を手に「がんばろう」で送り出しました。 

毎年開かれているこの集会ですが、うたごえで演奏

するのは、十数年ぶり。 

昨年の９月から錦糸町駅前で日航不当解雇撤回宣

伝を東部のうたごえとして支援してきたことで、今回の

演奏依頼につながりました。これからも、東部のうたご

えとして、こうした「たたかい」を支援する演奏が続けて

いけたらなと思います。     

東部のうたごえ事務局  

佐宗弘雄(合唱団 TOSEI 団長） 

♪ 季刊日本のうたごえ読者を増やそう！ ♪ 

うたごえ新聞の拡大は自分の周りはかなり増やし

つくして、なかなか大変ですが、代わりに季刊日本の

うたごえを仲間に進めて行こうと、先日、元職場の後

輩に「年４回発行の、うたごえ運動の機関誌があるの

ですが、購読してもらえますか？」と電話したら、気持ち

よく購読してもらえました。「とてもいい本ですよ」と薦

めています。これからも、うたごえ新聞・季刊日本のう

たごえを、自信をもって（当面は季刊を中心に）広げた

いと思います。みなさん、季刊はとてもすばらしい本で

す、頑張りましょう！ （赤シャツの男、横川昭） 

♪うたごえ新聞読者、ただいま１７２６人！引き続きの拡大にご協力を♪                                                       

「3 月 4 日の東京のうたごえ協議会総会までに 1760 人読者を達成しよう！」と取り組んできました、うたごえ新聞

読者拡大運動。みなさんのご協力により、2 月・3 月の 2 ヶ月間で 75 人もの読者が増え、現在の読者は 1726 人と

なりました。本当にありがとうございます ！！ 目標の 1760 人までは、あと３４人です。 

今後も引き続き、読者の輪を広げていきましょう ！                  （東京うたしん拡大本部長 井澤 志歩） 

 

♪ 春闘勝利に向けてストライキ支援のうたごえ ♪ 

3月19日、郵政産業労働組合と郵政ユニオンは、芝郵

便局支店においてストライキを決行しました。今、郵便局

では全国的に要員不足に拍車がかかり、長時間労働が

広がっており、社員・非正社員を問わず、心身ともに極限

状況です。2012春闘は、生きがいを持って働けるよう、

時給社員から正社員への登用、賃金引上、大幅増員を

要求するものです。ストライキには、各労働団体や日航の

原告団、郵産労、東京ユニオン各支部から110名の参加

で成功しました。東京のうたごえからは、南部合唱団な

ど6人で、スト参加者を歌って激励しました。メーデー歌集

も20部普及です。（写真提供：うたごえ新聞社） 

（南部合唱団・東京郵便合唱団 堀江和雄） 
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2012201220122012メーデーメーデーメーデーメーデー平和歌集平和歌集平和歌集平和歌集「「「「心心心心つなごうつなごうつなごうつなごう」」」」がががが新発売新発売新発売新発売！！！！    

今年のメーデー歌集には、先ごろ亡くなられた林光さん作曲の「たたかいの中に」

を楽譜で掲載しています。1952年におこった血のメーデー事件で、警官隊のピストル

により撃ち殺された高橋正夫さんの胸ポケットに入っていたメモを元に林光さんが作

曲された曲です。それにしても感心するのは、林光さんは当時まだ21才だったという

こと。うたごえ運動にも数々の曲を残していただいた林光さんのご冥福をお祈りする

とともに、未だにこの歌を歌わなければならない世の中であることを、高橋正夫さん

に対して申し訳なく思ったりもします。 

そんな訳で、今年のメーデー歌集の押し出しソング「たたかいの中に」、ぜひ歌ってく

ださい。資料CDもありますよ！                       （音楽センター・山田秀樹） 

 

♪おたよりありがとう♪      

今月は、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」ＮＯ.119、120、第 11 回定期総会議案書、合唱団 

しじゅうからより「しじゅうから」第 45 号～第 48 号、中央合唱団より「たいまつ」、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」

Номер2、3、三多摩うたごえ協議会より「あんだんて」No,16、合唱団この灯より「合唱団この灯ニュース」Ｎo417、

みなと合唱団より「ハーモニー」NO.284、南部合唱団より「なんぶ」NO.７７１をいただきました。 

合唱団・サークル・連絡会や協議会のニュースを、ぜひ東京のうたごえ協議会までお送りください。 

♪♪♪♪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）  

4 月 01 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

4 月 01 日（日） 三多摩うたごえ協議会総会 国立中一丁目集会所 

4 月 02 日（月） 東京のうたごえ企画制作部会 東京のうたごえ協議会事務所 

4 月 03 日（火） 多摩新婦人コーラス「春だ春だよみんなで歌おう会」 ベルブ永山 

4 月 03 日（火） 北部のうたごえ協議会総会 豊島区勤労福祉会館 

4 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 

4 月 04 日（水） 第 1 回四役会議 音楽センター会議室 

4 月 05 日（木） 日航不当解雇全面勝利をめざす総決起集会 四谷区民ホール 

4 月 09 日（月） 芹洋子とうたおう歌声喫茶 東武ホテルレバント東京 

4 月 09 日（月） 第 1 回常任委員会 音楽センター会議室 

4 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 

4 月 12 日（木） 消費税大増税ストップ！4・12 国民集会 日比谷野外音楽堂 

4 月 13 日（金） 核兵器廃絶国際署名総決起集会 けんせつプラザ 

4 月 15 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

4 月 21 日（土） ～22 日（日）東日本郷土講習会 代々木オリンピックセンター 

4 月 23 日（月） 歌声喫茶ソングブック 828 を使おう会 音楽センター地下ホール 

4 月 24 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

4 月 25 日（水） 第 35 回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

4 月 25 日（水） 狛江メーデーうたう会 狛江みんなの広場 

4 月 28 日（土） 沖縄と結び日米安保と日本の進路を考えるつどい 明治大学リバティータワー 

 


