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★６月２３日 いのちと暮らしを守れ！ 6・23 国民大集会 

「原発ゼロ」「消費税増税反対」「ＴＰＰ参加反対」な

どを掲げて、明治公園で行われた国民大集会には全

国から２万 4000 人が参加。うたごえは東京・首都圏

から約３０人で開幕前の文化行事と、集会後のパレー

ド送り出しを行いました。 

メーデー歌集から「心つなごう」を歌い、新曲の「冗

談じゃない税」（うた新5/7・14合併号に楽譜掲載）を

紹介。さらに送り出しでは、６月の創作合宿で生れた

ばかりの「停まった」（うた新 6/18 号に楽譜掲載） 

も歌唱指導をしながら紹介。２曲とも評判が良く、「歌詞ちょうだい！」「楽譜ないの？」の声もかかり、用意した

歌詞カード、楽譜は歌っている間にもドンドンと配られていきました。（下写真） 

ステージの音が聞こえなくなっても、歌詞カードを見ながら口ず

さむ人も多かったようで、歌が行動の力になっています。 

送り出しを終えた後は、パレードの最後尾について、解散地点ま

で元気に歌って行進を続けました。参加された皆さん、暑い中、お

疲れ様でした ！ 

※集会の様子はうたごえ新聞 7/9 号に詳しく載っています。 

（事務局長 大熊 啓） 

 梅雨の季節ではありますが、一方で「紫陽花革命」とも言われた、国民の怒りが大きくうねった 6 月。発行が遅れ

てしまい申し訳ありません。7 月は関東交流会、平和行進、10 万人集会、と、これまた忙しくなりそうです。 

 

集ろう！ 代々木公園へ、首相官邸前へ！！ 

6/29、ついに 15 万人とも 20 万人ともいわれる人数が、首相官邸を包囲し

ました。「原発のない安全な暮らしを」は、圧倒的な国民の声になっています。 

7/16（月・祝）には、代々木公園で「さようなら原発 10 万人集会」が行われ

ます。うたごえはステージ上の演奏はありませんが、日本のうたごえとして全

国にも参加が呼びかけられています。 

（11：00 開場・12：30 開会） 

また、毎週金曜日には引き続き、

首相官邸包囲行動が行われます。 

こちらにも「決意」「停まった」な

ど、反原発ソングで参加しましょう！！ 
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★ ６/２３国鉄かあさん合唱団「つゆ草」コンサート 

ご支援ありがとうございました。 

25 年の母さんたちの闘いのうた！～花のように～

東日本大震災復興支援！JAL 不当解雇を許すな！ 

国鉄闘争に対するご支援ご協力にうたごえとして

皆さんにお礼をして行こうと、首都圏 4 団体(国鉄東京

合唱団、国鉄横浜うたう会、国鉄のうたごえ「三楽」、

国鉄かあさん合唱団「つゆ草」)が集まり、ありがとうコ

ンサートを昨年に引き続き開催しました。1部は25年の

思いをかあさんたちが歌い、2 部は国鉄のうたごえの

中から選りすぐりの 5 曲を 40 名の合唱団で迫力のあ

る演奏！JAL 闘争団からの訴えと「あの空へ帰ろう」皆

さんと、福島県郡山から国鉄郡山うたう会の斎藤さん

から今の現状と合唱団と共に「原子のバラ」、手話付き

の「心つなごう」と欲張りな企画で、ご支援ありがとう!

と共に国鉄のうたごえの指針を示すとても有意義なコ

ンサートでした。   (国鉄かあさん合唱団 高瀬久仁子) 

 

★６/２３～２４ 合唱団白樺 ― 宮城うたう会             

ロシア民謡と懐かしの歌 in 気仙沼，in 石巻，in 仙台 

合唱団白樺は、昨年 9 月の in 奥州、in 花巻に続き、2

度目の被災地応援企画に取り組み、6 月 23 日，24 日の

2 日間で 3 カ所の仮設住宅の皆さんとうたう会、白樺の

演奏を行いました。 

昨年 3 月 11 日から 1 年と 3 ヶ月余り、復興のかなり

遅れている状況を気仙沼に向かうバスの窓から見せても

らいました。気仙沼は「気仙沼中学校体育館」で 300 名、

石巻は「大橋ささえあい拠点センター」１００名、仙台は「あ

すと長町仮設住宅集会所」５０名とそれぞれ地元の合唱

団が加わり、賑やかな会となりました。休憩時間は茶道

家（団員）を中心に菓子と抹茶の振る舞い、帰りには団員

手作りのお土産を贈り喜ばれました。 

 今回の取り組みは、今年の団総会の方針のひとつで

あり、諸活動の取り組みとの同時進行でしたが、ちょうど

現地で支援活動を続けてきた団員（事務局長）と、仙台ロ

シア合唱団の皆さんをはじめ、地元で活動を続ける諸団

体の惜しまぬ力添えと、綿密な打ち合わせのうえに実現

したものです。              （合唱団白樺・井藤綾子） 

 

 

★５/2７ みなと 健康まつり           

毎年恒例の健康まつりが晴天の 5 月 27 日、芝公園で開催されました。 

ピースサンデー実行委員会では、ブースでの飲食販売、また、みなと合唱団は

舞台で「うたごえは健康の力」をアピール。同じくブースで裁判闘争支援を訴えて

いた JAL の不当解雇撤回原告団の方々と、「あの空へ帰ろう」「翼をください」を

コラボレーション。                             （みなと合唱団 斉藤一正） 

★６/２2 三多摩青年合唱団 講演と合唱の夕べ 

東日本大震災復興支援コンサートよみがえれ我が大地 

小さい会場で、少し多めにチケットが売れていたの

で当日は少し冷や冷や。海老名香葉子さんの講演は、

笑いもありながらとても心温まるもので、ご本人もとて

もカワイらしく、お元気でチャーミングでした。 

（三多摩青年合唱団 島袋美恵子） 

★６/30 第 15 回江戸やっこまつり 

～東北に心つないで～ 

府中の森芸術劇場で行われた江戸やっこまつりには、

２０団体以上の郷土サークルが出演し、また合同演目も多

く取り組まれました。今年は震災もテーマの一つとして、

東北の演目とともに、うたごえ合同による「決意」の合唱

も披露され、新しい扉を開きました。  （事務局長 大熊） 
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2012 年度第 3 回常任員委員会報告 

6 月 11 日、第二回常任委員会が 16 人の参加で

行われました。 この日の議題は、この間の活動のま

とめ、関東・東京うたごえ交流会に向けて、うた新・

季刊の拡大、その他でした。 

この間の取り組みとして、全国協議会の主催事業

である東日本合唱講習会と、東京のうたごえ協議

会として主催している指揮考座の報告。特に指揮考

座についてはこの間参加者の低迷が続いており、次

回以降の強い参加呼びかけもありました。 

関東・東京うたごえ交流会に向けては、参加者が

100 人を超えましたが、地域別で見るとまだバラつ

きもあり、参加０の地域もあることから、全ブロックか

らの参加実現を確認しました。中身として、現地の企

画なども詳しく決まってきており、参加者には事前に

必要な資料を送付することにしました。 

うたごえ新聞の拡大については、紙面づくりの意

識化が拡大にもつながることが論議され、サークル・

合唱団の活動をどんどん投稿しようと確認しあいま

した。うた新を身近に感じるための「フォーラム」「ま

つり」の開催については、南部合唱団が 8/25(土)に

うた新フォーラムを開催することが報告されました。

これには、南部ブロック以外からも積極的に参加を

呼びかけます。 

季刊の拡大については、まだサークルとして購読し

ていないところ、運営メンバーが未購読などの情報

を整理してアタックしていくことになりました。同時

に、季刊については中身や価格、発行時期について

のアンケートも配布し、意見を集約して全国協議会に

届けます。 

その他として、サークル代表者会議を 8/20（月）に

音楽センター地下ホールで開催することが決まりま

した。「サークルが主人公」をテーマに、それぞれの活

動の工夫などを交流できる会議にするため、準備を

進めていきます。 

 また、6.23 国民大集会について、うたごえとして文

化行事での演奏に取り組むにあたり、積極的な参加

が呼びかけられました。6/30 の「江戸やっこまつり」

に、「決意」の演奏をという訴えが、江戸やっこまつり

実行委員会よりあり、東京中に呼びかけて取り組む

ことを確認しました。 

♪ 2012 年平和行進に歌って参加を！！  ♪  

核兵器のない世界を求めて北海道から沖縄まで全奥

津々浦々を訴えながら歩いて回る「国民平和大行進」の

北海道→東京コースが 7 月、東京へと入ってきます。 

山梨・埼玉・千葉から入ってくる行進を、上野公園の集

結に向けて歌で連帯しましょう！（詳しいコースは別紙） 

7 月 18 日（水）・山梨県より引継ぎ（檜原村・奥多摩町） 

7 月 19 日（木）・檜原村→あきる野市（五日市）→日の出町 

     ・御嶽駅→青梅市 

     ・八王子市→日野市 

7 月 20 日（金）・日の出町→あきる野市（本庁舎）↓ 

     ・青梅市→羽村市→福生市（合流） 

      →昭島市→立川市 

     ・多摩市 

7 月 21 日（土）・立川市→国立市→国分寺市→小金井市 

        ・立川市→東村山市→東大和市 

          ・府中市→調布市→狛江市 

     ・渋谷区 

7 月 22 日（日）・清瀬市→東久留米市 

     ・西東京市（保谷）↓ 

      ・小平市→西東京市（田無・合流） 

       →武蔵野市→三鷹市 

7 月 25 日（水）・埼玉県より引継ぎ→板橋区→北区 

     ・千葉県より引継ぎ→江戸川区 

7 月 26 日（木）・北区→豊島区 

     ・杉並区→中野区→新宿区 

         ・葛飾区 

7 月 27 日（金）・豊島区→文京区→台東区（上野終結） 

        ・新宿区→文京区→台東区（上野終結） 

      ・足立区→荒川区→台東区（上野終結） 

     ・墨田区→台東区↑ 

サークル代表者会議のお知らせ 

サークル運営の悩みや工夫など、日々の活動を交流し

あい、またうたごえ運動についても深め合う場、サークル

代表者会議を以下の日程・場所で開催します。 

「代表者」とありますが、代表者でなくてもぜひ積極的

にご参加をよろしくお願いいたします。 

8 月 20 日（月）18：30 より 

音楽センター地下ホールにて 
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♪おたよりありがとう♪      

今月は、みなと合唱団より「ハーモニー」No.286・287、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」

NO.122・123、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер5・6、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第 54 号・55 号、南

部合唱団より「なんぶ」No.774、歓多里コーラスより「草原情歌の解説について」の文書をいただきました。 

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）  

7 月 01 日（日） 東京九条の会交流会 正則高校 

7 月 02 日（月） 新婦人中央支部エーデルワイスコンサート 墨田トリフォニーホール 

7 月 03 日（火） 第４回常任委員会 大久保地域センター会議室 C 

7 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 

7 月 06 日（金） 原発再稼動に反対する首相官邸包囲行動 首相官邸前 

7 月 07 日（土） ～８日（日）関東・東京のうたごえ交流会 in 大島 大島総合開発センター他 

7 月 08 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

7 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 

7 月 14 日（土） 第３２回うたごえ喫茶町田「広場」 町田教育会館 

7 月 15 日（日） 名古屋青年合唱団 合唱オペラ「盗まれた森」東京公演 東京・シアター1010 

7 月 16 日（月） さよなら原発１０万人集会 代々木公園 

7 月 17 日（火） うたごえ新聞部会 音楽センター会議室 

7 月 20 日（金） 喘息助成金継続を訴える都庁前座り込み 都議会議事堂前 

7 月 22 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

7 月 23 日（月） 第５回四役会議 音楽センター会議室 

7 月 24 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

7 月 25 日（水） 第３７回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

7 月 28 日（土） 反核平和マラソン 夢の島第五福竜丸展示館前 

7 月 30 日（月） 第５回常任委員会 音楽センター会議室 

8 月 03 日（金） ～5 日（日）憲法フォークジャンボリーin 東京 労音会館 R'ｓアートコート 

8 月 11 日（土） 第３３回うたごえ喫茶町田「広場」 町田教育会館 

8 月 12 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

8 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 

8 月 16 日（木） 第 19 回狛江うたごえステーション 狛江・焼鳥ミートステーション 

♪ 事業部より たけよしかず作品集「さあ耳をすまして」8月1日発売 ♪  

現在好評発売中の武義和作品集「風よふるさとよ」につづく第二弾、「さあ耳をすまして」

が8月1日に発売となります。今度の作品集は、保育園・幼稚園から小学校といった教育現場

で使いやすいようにと選曲・編曲、伴奏譜もついています。埼玉自由の森学園で18年前から

歌われ続けている「生きる」も、子どもたちが歌いやすい編曲で掲載されています。 

この作品集発売に伴い、武義和さんを招いての講習会を8月6日、7日、音楽センター地下

ホールで開催します。（10:00～16:00、受講料6500円）。保育士や教員でなくても受講はＯＫ

です。平日の日中に時間が取れる方、ぜひご参加ください。   （音楽センター 山田秀樹） 


