
月刊・東京れぽぉと２０12 年４月号   1 

メーデー・憲法集会、人が集まるところには「メーデー歌集」と「うたごえ新聞」を持って。 『季刊日本のうたごえ』は総

会特集号。各地の活動の様子、記念講演が掲載されています。是非お読みください。今号（156 号）は 824 円♪ 
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★4・13 東京原水協署名決起集会 

核兵器廃絶の署名に取り組むための決起集会と学

習会には全体で 60 人が参加していました。東京のうた

ごえは開会と閉会のシングアウトを頼まれ、開会ではメ

ーデー歌集から「心つなごう」の歌唱指導を行いました。 

会の中では高草木日本原水協代表理事による講演

もあり、3.11 を経ての原水爆禁止運動の一層の意義に

ついて語り、参加者からの「原爆なくす署名より原発だ

という人にどう対応・説明するべきか」という問いかけ

にも丁寧に答えてくれました。会の最後に改めて「心つ

なごう」のほか「青い空は」「歩いて行こう」などを参加

者全員で歌い交わしました。東京原水協からは「みんな

大きな声で歌っていて、歌への要求があることを感じ

た。今後も頼みます」の声。メーデー歌集も沢山の方が

買ってくれて、この日は 50 冊の普及になりました。 

★4・12 消費税増税反対集会 

日比谷野外音楽堂には主婦、自営業、年金者など、

怒れる 5000人超が集り、「消費税増税反対」の声をあ

げました。東京のうたごえでは送り出しを担当し、千葉

のうたごえからも応援が駆けつけ、15人で演奏とメー

デー歌集の普及をしました。この日に向けて急遽創作

した「消費税さえなければ」「冗談じゃない税」も演奏

し、なかなか好評でした。今回は伴奏陣もギター、エレ

キギター、ベース、ピアノ、カホンと豪華で、演奏を聴き

ながら歌集を普及していた千葉の仲間からは「音楽も

賑やかになるし、見た目も華やかでイイね！」との感想。 

「うたごえに来てもらってよかった」と思える演奏を

目指して、さらに工夫と努力が必要とも感じた集会で

した。（うたごえ新聞 5/7･14 合併号に記事と「冗談じ

ゃない税」楽譜掲載） 

★4・23 ソングブック 828 を使う会 

普段うたごえ喫茶で伴奏をされている方や歌っている方 14 名が参加。ウクレレやハーモニカで伴奏をしている方も

来てくれました。会場にはアコーディオンやギター、カホンやコンガ等も用意され、普段使わない楽器にもチャレンジし

てみたりといつもとはちょっと違う雰囲気にあっという間に時間が過ぎて行きました。 

楽譜集ですが、独自のインデックスを追加して早速カスタマイズされている方も。実際に使ってみると、やはり使い勝

手がいいです！華奢な譜面台でも意外と平気、開いたページが勝手に閉じない、歌詞集と合わせたページ検索も使い

やすかった。ちょっと大きくて重いのが難点ですが、それを補って余りある使い勝手の良さに感動しました。 

この日、初めて楽譜集を使った方が「これなら欲

しい！」と早速 1 冊購入。うたごえ新聞も一緒に購読

してくれました。 

（音楽センター 山田秀樹） 
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★4/25 メーデーうたう会 in 狛江           

狛江みんなの広場でのメーデーうたう会も、毎年恒例

となってきました。今回の参加者は１４人、持ち寄った食べ

物やお酒がテーブルに広がり豪華絢爛。途中には自己紹

介も交えながらメーデーへの想いも交流。 

「私は血のメーデー事件の現場にいた」「職場に労働組合が出来たとき、自分より年下の連中が会社と対等にやり

合っているのがカッコ良かった」「今年から職免がなくなり、休暇を取らなければいけない」など、かつての経験や今の

職場の現状など、興味深い話が沢山聞けました。 

最年少参加者、22 歳の田中俊くん（調布狛江合唱団）は、「知ら

ない歌が多かったけど、ソングブック 828 楽譜集があるので、歌の

勉強にも、ギターの練習にもなりました」と感想を語ってくれました。 

 新しい歌から古くて濃い労働歌まで歌い交わし、最後は団結ガン

バローと「がんばろう」の合唱で締めくくりました。 

               大熊啓（調布狛江合唱団） 

各地各地各地各地でメーデーでメーデーでメーデーでメーデー歌歌歌歌うううう会会会会ががが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 

★4/24 北部メーデーうたう会           

4/24 夜 ４５名の参加で、みんなで盛上がってうたい

ました。といっても、例年より一回り少なかったです。    

4/3 に予定していた「北部のうたごえ協議会」総会

が、なんと時ならぬ台風のため、止むを得ず延期の事態

に。うたう会の日程は３月に決まっていたのですが、総会

で呼びかけチラシを配る予定だったため配布が郵送に

なり、周知が不徹底だったのだと思います。人を集める

時はやはり、直接の声かけが大切だということを、改め

て痛感しました。とはいっても４５人も集まったんだから、

北部の結束はすばらしい！かな？ 

ピアノ、アコーディオン、フルートの３人の伴奏で楽しく

うたいました。進行は、うたう会リード初の北星五十嵐さ

ん。緊張しながら笑顔を絶やさず、シニア合唱団の若い

ベテラン？奥山さんに助けられて頑張りました。 

新曲？の「決意」「心つなごう」を少し時間をかけて覚

えました。なんでこんな難しい歌がメーデー歌集に載っ

てるんだという声も聞こえましたが、みんなで覚えてや

っぱり「いい歌だな！」ということになりました。 

中央メーデーで演奏する「たたかいの中に」も練習し

ていたらあっと言う間に２時間が過ぎ、あわてて、うたっ

てないメーデー歌をじゃんじゃんうたい、最後はいつもの

ように、輪になってうでを組んで「がんばろう」をうたい

ました。会場追出し５分前、どうにか無事終了でした。         

（北部のうたごえ・北星 山田千賀子） 

★4/21 東部うたう会「心つなごう」       

「50名位かな」と準備していると、続々やってくる参加

者で、椅子出し・買い出しに大わらわ。この日のためにと

創作曲を練習してきてくれた足立の仲間や、この春協議

会へ新加盟の石播労働者合唱団の仲間が大挙参加し

てくれたりして、なんと例年に倍する７０名が集りました。 

一曲ごとにエピソードを語ってくれる横川さんの司会

で、メーデー歌集を全曲、ピアノ、ギター、アコーディオン、

フルート、即興とは思えないような厚みのある伴奏にの

って、息を合わせて歌うと、腹の底から熱い思いが。 

合間には、サークルのコマーシャル＆演奏。東部以外か

ら来てくれた方も含めて、全ての参加者が一度は前に出

て個性溢れるパフォーマンス。笑いがはじけたり、耳を澄

まして聴き入ったり、一緒に踊ってみたり…。「みんな身

内みたいな心地よさを感じた」という感想も…。そして、

この間東部でも沢山うまれた創作曲の中から、「エール」

「新しい道へふみ出そう」（足立）、「あなたと一緒に」（保

母合同）の演奏。「いっぱい歌えて楽しかった」「懐かしい

顔が見られて嬉しかった」。笑顔と心地よい疲れ。 「東部

のうたごえ祭典もやってみたいね！」。夢も大きくふくら

みます。                 （合唱団TOSEI 佐宗弘雄）  
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2012 年度第１回常任員委員会報告 

4 月 9 日、2012 年度の第一回常任委員会が 18 人の

参加で行われました。今回は新任の方もいるので、自己紹

介も交えながら、この日の議題は、この間の活動のまと

め、2012 年度協議会運営体制について、当面の取り組み

について、うた新・季刊の拡大、関東交流会、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、3/4 に行った協議会総会の感

想交流や、「なくせ原発3.11」の都内各地の取り組みの報

告、3/21 あかつき印刷お客様交流会の演奏、4/5 の日航

不当解雇総決起集会の報告がされました。 

 今年度協議会運営体制については、専門部体制や、今年

の会議の日程、また会議の中身をいかに充実したものに

するかなどを論議しました。 

 当面の取り組みとして、消費税増税反対、核廃絶署名、

安保学習会、メーデー、憲法集会、平和行進など、目白押

しの演奏依頼について、伴奏者確保や選曲などを確認、

日航への引き続きの支援も提案されました。 

 うた新・季刊の拡大については、総会までの拡大月刊で

達成できなかった 1760 人の早期達成を目指して、改めて

取り組みを強めることが確認されました。 

 組織拡大では、三多摩ブロックの東村山新婦人コーラ

ス、東大和新婦人コーラス、東部ブロックの石播労働者合

唱団が協議会への加盟を決めたことが報告され、拍手で

承認しました。これで東京のうたごえ協議会の加盟団体

は 71 団体となりました。 

 

私たちは、ご存知板橋文化会館の周辺に住むﾒﾝﾊﾞｰ

が中心です。名前の由来はあじさいの花の様に「小さ

な花が集まって大きな花になる」という願いを込め名

付けられ、地元に根付き来年は結成３０年になります。 

またﾒﾝﾊﾞｰの旦那衆を中心に集まった「かたつむり」

もあじさいの葉っぱに乗っていたような存在から、今で

は団員数もあじさいに迫る勢いに成長しました。 

あじさいは毎年「母の日」コンサートを開いていまし

たが、今年は「父の日」にあじさい＆かたつむりジョイン

トコンサートを開く事になり、ただいま準備中です。 

♪6 月 17 日（日）午後 2 時～ 板橋区立ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ 1 階 

（団長 栗原民子） 

サークル紹介 

新婦人板橋あじさいコーラス 
 

★4/24 うたごえ喫茶さんたま屋        

４月 24 日(火)はうたごえ喫茶さんたま屋でした。特に

メーデー前夜祭とうたった訳ではありませんでしたが、

リクエストは当たり前のようにメーデー歌や労働歌が多

く、メーデー歌集も使いながら晴れた五月・世界をつな

げ花の輪に・たたかいの中になどを歌っていきました。

心つなごうは前から歌っているし覚えやすいので、もう

歌唱指導する必要はなし。 

他にもベンセレモス・心はいつも夜明けだ・がんはろ

う・人間の歌・三交替節など。山小舎の灯でもスクラム

を組んでうたっているのには笑ってしまいました。 

（さんたま屋 栗田 晴） 

★4/23 統計職組 今年も歌う会を開催                

メーデー目前の4月23日昼休み、統計職組（統計局職員

労働組合、統計センター職員労働組合）は今年もメーデー歌

う会を行い、組合事務所に歌声をとどろかせた。 

東京のうたごえ大熊さんの伴奏で、『上を向いて歩こう』

『青い空は』『私の子供たちへ』と歌いつなげる。メーデーに

ぴったしの大熊さん作『歩いて行こう』、これは広めなきゃ。

今の職場ではこの歌が必要、と『人間の歌』。『晴れた五月』

や『沖縄を返せ』は、私たちの心を揺さぶった歌、しかし若い

組合員は知らない…。そして『がんばろう』は参加者全員が

スクラムを組んで。そして、時間終了。 

この歌声をメーデー会場に響かせ、よりよい職場めざし、

私たちは歩いて行くよ！！ （統計オンチコーラス Y） 
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♪おたよりありがとう♪      

今月は、わりかんうたう会より「わりかん」No285、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер4、みなと合唱団より「ハ

ーモニー」No.285、中央合唱団より「たいまつ」、合唱団この灯より「合唱団この灯ニュース」No419、合唱団しじゅ

うからより「しじゅうから」第 49 号～51 号、南部合唱団より「なんぶ」No.772 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）  

5 月 01 日（火） 第 83 回中央メーデー 代々木公園 

5 月 01 日（火） 三多摩メーデー 井の頭公園 

5 月 02 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 

5 月 03 日（木） 憲法集会 日比谷公会堂 

5 月 06 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

5 月 06 日（日） 国民平和大行進出発集会 第五福竜丸展示館前→芝公園 

5 月 07 日（月） 国民平和大行進 2 日目（東京→神奈川引継ぎ） 港区役所→川崎市役所 

5 月 08 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

5 月 11 日（金） ～13 日（日）全国創作合宿 山形県 

5 月 12 日（土） 第３０回うたごえ喫茶町田「広場」 町田教育会館 

5 月 15 日（火） 北部のうたごえ協議会総会 豊島勤労福祉会館 

5 月 19 日（土） ～20 日（日）東日本合唱講習会 新潟県 

5 月 20 日（日） 合唱団北星ミニ音楽会＆みんなでうたおう会 板橋グリーンホール 

5 月 20 日（日） 港新婦人コスモスコーラス 30 周年コンサート 高輪区民センターホール 

5 月 20 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

5 月 22 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

5 月 23 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 

5 月 25 日（金） 下町あだちのうたごえ喫茶 カフェ・クルーレ 

5 月 27 日（日） 第５５回指揮考座 音楽センター地下ホール 

6 月 01 日（金） 霞ヶ関男声合唱団 10 周年記念コンサート 杉並公会堂小ホール 

 

♪ 事業部より  ♪                                                  

・ メーデー歌集は引き続きの普及を頑張りましょう。「心つなごう」は、

すぐに覚えて貰えて一緒に歌えます。 

「広島の国鉄労働者であり、フォークシンガーの山上茂典さんが、 

東日本大震災の翌日に完成させた曲」と曲の背景を説明を添えて。 

・ 武義和作品集「風よふるさとよ」5 月 10 日発売。音楽センターには 

4 月末には入荷します。ぜひご注文を。 

・ キングレコード「CD・抒情歌名曲集(1680 円)」 

「CD 女声コーラス愛唱歌全集(9450 円)」取り扱います。 

女声コーラスは『東京レディース・シンガーズ』の演奏です。 

・ 松平晃さん CD「まつだいらッパ吹きまっせぇ！」も好評です。 

♪ 指揮考座においで～ ♪ 

みんなで汗と恥をかきあい、学びあ

う指揮考座。初心者大歓迎 ！ 

渡辺享則さん（長野合唱団）と一緒

に楽しく厳しく（ ！ ） 

ぜひご参加を ！ 

5 月 27 日（日） 

音楽センター地下ホール 

16：30～ 

指揮受講 3,000 円 

見学・歌い手 1,000 円 


