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 暑中お見舞い申し上げます。 今号は、７月・８月合併号という形にさせていただきました。熱中症患者の数が、今

年はとても多いとのこと、皆さま水分・塩分の補給をお忘れなく。 

★7 月 7 日～8 日 関東・東京のうたごえ交流会 in 大島    

これまで、東京以外の関東各県で持ちまわり開催されてき

た「関東のうたごえ交流会」。今年は初めての東京開催であり、

初めての大島での開催となりました。 

関東・東京からは 125 人、大島からは 120 人以上が参加し、

総勢 250 人での記念すべき大交流会となり、開催地大島では

「このつながりをさらに広げよう ！」と、うたう会やサークルが

生まれる機運も高まっています。また、関東からの参加者も、今

回の交流会を心から楽しんでくれたようです。 

※うたごえ新聞 8/6 号８面に大きく紹介されています。 
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♪関東交流会に参加して♪ 

関東うたごえ交流会は初めての参加でした。伊

豆大島は行った事がなかったので、いい機会と思

って参加しました。大島の実行委員会の人達の心

配りと努力でいい交流が出来たと思います。七日

のコンサートでは地元の太鼓とダンスで盛り上が

り、うたう会では皆楽しく歌いましたが、地元の人

が次々舞台に上がって歌う場がもっとあって良か

ったなと少し思いました。 

コンサート後の交流では同じテーブルで地元の

人とたくさん話しが出来、これを機に大島にもう

たごえがもっと響くといいなと強く思いました。 

聞けば日頃コーラスをやっているのにコンサート

の舞台に上がって歌うのは難しかったという方も

いたので、関東の応援がなくても地元の人達が企

画して、もっといろいろな団体と、うたは広がると

感じました。帰りの港での紙テープでのお別れは

涙でした。準備して下さった皆さん有難うございま

した。（絹の道合唱団 宇佐美真梨） 

川島理史大島町長、

スーツで開会挨拶の

後は和装で見事な

手踊りも披露！ 

♪大島からの感想（一部抜粋）♪ 

・100 人の合唱が素晴らしく、涙が出た。 

・若い頃、仲間と歌っていた頃のことを思い出した。 

・小1と4歳の子どもも、「手のひらを太陽に」など、一生懸命歌っ

ていた。家に帰ってから歌集の漢字にふりがなをふって大きな

声で歌っていた。「また行きたい」と言っている。 

・コンサートには行けなかったが、岡田港で歌っているのを聴いて

感動した。 

来年 2013 年関東・東京のうたごえ交流会は 

埼玉で開催！（4/6～7 予定） 
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★7 月 16 日 さようなら原発１０万人集会  代々木公園         

呼びかけられた 10 万人をはるかに超える 17 万人が参加したこの集

会には、うたごえの仲間も全国各地から集まりました。6.23 国民集会で

も好評だった「停まった」は、作者の斉藤清巳さん（福井）と藤村記一郎さ

ん（愛知）がリードする場面もあり、大いに盛り上がりました。 

延々歌い続けることなんと約６時間 ！？ お疲れ様でした。 

♪7.16 集会に団として参加「7.16 三青大行動」♪ 

毎週金曜日、首相官邸前での「原発の再稼働反対」行動に一人で参加 

した時も感動しましたが、7.16 は三多摩青年合唱団のみんなと一緒に参加し、一緒に行進をしたいとその時強く

思いました。提案に賛同して頂き、アピールグッズの制作にもいろんな意見が出されました。カメラを向けてもらえ

るようなものを作ろう、と思いましたが、今回はうちわを集めて色画用紙を貼り、折り紙であじさいの花を付けた

り、文字を書いたりしました。練習の前に来れる人で２回に渡って全員分作りました。 

当日 10 時集合にはみんなが集まり、総勢 20 名の集団になりま

した。職場や他団体と一緒に参加した人も含めると 24 人でした。

学校の先生の仕切りで３班に分けられ、それぞれリーダーが決めら

れました。乗り換え駅では人数確認やトイレタイムがとられ、渋谷駅

では班ごとに整列の号令がかけられるなど小学生並（？）でしたが、

渋谷から多くの人の波に乗って第 1 ステージ近くまで行きシートを

敷いてホッ。11 時過ぎに着いて早速持ち寄ったおにぎりなどでお

昼を食べました。 

呼びかけ人になった方々のお話はどれも力強く胸に迫るものでした。最後、福島の方のお話は涙が出ました。

その後の行進は新宿コースを進み16:30到着。時々「青い空は」など歌うと、近くを一緒に歩いている人も一緒に

歌っていました。三青にとってこのような集会へ大勢で参加したのは久々。準備からみんなで盛り上げて来まし

た。翌日、17 万人参加と圧巻な航空写真の報道に、この中に私たち団員が一緒に参加出来たことの誇りと、こ

れから未来に向けて、言い続けて行く事の責任の重さを改めて思いました。 （三多摩青年合唱団 島袋美恵子） 

★毎週金曜日 首相官邸前行動＆7/29 国会大包囲行動   

この間、毎週ツイッターやフェイスブックで参加が拡大し、ついには 10 万人とも 20 万人とも報道されるにいた

った、原発再稼動反対を求める首相官邸包囲行動、誰が呼んだか「紫陽花革命」。うたごえからも、毎週参加して

いますが、圧倒的な人波にもまれ、合流できない人たちも多数…。 

首相官邸・国会包囲行動では「停まった」を中心に歌っていましたが、ブログで紹介してくれている人もいます。 

＜前略＞歩道の脇では、うたごえの集団が楽器を奏でながら参加

者を励ましていました。定番の「We Shall Overcome」の演奏に続き、

オリジナルらしき曲を披露。 

「国じゅうの原発が／停まったけれど／停電にならない／電気は足

りている」――こんなシンプルな歌なのに、再稼働に対して鋭い批判

を突きつける楽しい曲です。私たちも繰り返し合唱しました。 

「停まったけれど」の後に「ひとつ動いているけどね」と小声のコール

が入ったのには爆笑でした。 

（北区区議・のの山けんさんのブログより抜粋） 
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★国民平和大行進、北海道→東京コース各地でうたごえ響く ！！ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

♪7/27 東部・北部・西部コース、上野公園へ集結！！ 

東部コース最終日は足立区竹ノ塚公園で、毎年

恒例のうたごえと太鼓の演奏で開幕。（右写真） 

北部コース、西部コースにもアコーディオンやギ

ターが参加して行進を盛り上げました。（新宿から

歩いた西部コースは、うた新 8/13 号に掲載） 

どのコースでも、うたごえは「疲れが取れる」「元気が出る」と歓迎されます。

それでも、まだうたごえが参加できていないコースは少なくありません。来年

更に元気なうたごえを、東京全コースに響かせましょう ！！ 

♪7/26 北区→豊島区、杉並区→新宿区 

北区コースは、今回初めて事前にうたごえへのアナウンス

の依頼が ！ 原発ゼロも訴えて元気に行進♪ 

杉並→中野→新宿では行進中、急遽「うたごえさん先頭で

歌って！」のお話もいただき、歌をリード。「途中までの予定が、

歌いながらいつの間にか新宿まで」という方も。 

♪7/21 立川市→小金井市、府中市→調布市→狛江市、渋谷区 

立川から小金井までのコースのうち、国立から国分寺までを、くにたちうた OH！会の栗田さんが参加。初参加！

と思っていたら実は３歳のころに同じコースを…？（うた新 8/13 号に掲載） 

府中→調布→狛江コースには調布狛江合唱団から複数が参加。途中、憲法フォークジャン

ボリーにも参加している調布クッキングハウスの仲間たちが店から出てきて「ピースナイン」 

を歌い・踊り交わしたり、休憩地点では府中の和太鼓サークル

「山美鼓」のメンバーによる出迎え演奏も。また、沿道で自転

車屋さんを営む、フルートの名手の方も、狛江ぞうれっしゃ合

唱団の仲間と歌って応援。 

渋谷区での平和行進にもうたごえが参加しました。 

♪7/20 多摩市 

永山北公園には原水爆禁止世界

大会の多摩代表も決意表明、出発前

に全員で「折り鶴」などを歌い（写真） 

行進でもギターで歌いながら元気に

九頭竜公園までアピールしました。 

♪7/18 山梨から東京へ引継ぎ 

山梨県から引き継いで、檜原村と奥多摩町の両コースにうたごえ

が参加！（写真左は奥多摩コース、右は檜原村コース） 

うた新 8/13 号に檜原村コースの様子が載っています。 

 

♪7/22 小平市→三鷹市 

この日は小平から西東京、

武蔵野、三鷹まで約 20ｋｍの

長～い 1 日。ギターとピアニカ

で行進を盛り上げました♪ 
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音楽音楽音楽音楽センターセンターセンターセンター    夏夏夏夏のののの新商品紹介新商品紹介新商品紹介新商品紹介♪♪♪♪    
 音楽センターではこの夏、CD・原田義雄「原やんのうた」、CD・佐藤正信とほうねん座

「心を紡ぐ 東北の民謡」をリリースしました。そして9月10日にはCD・太田真季「あなたへ

のLullaby」もリリースします。太田真季さんは皆さんもよくご存知かと思いますが、原田義

雄さんと佐藤正信とほうねん座についてはあまりご存知ではないかと思います。そこで、

皆さんにもよく知っていただこうと、8月20日のサークル代表者会議の最初に時間に、「新

しいCDを聴く会」を開催します！ 

 もちろん、CDを丸ごと聴いて頂く時間はないので、ダイジェストとなりますが、それぞれ

の商品の良さを分かっていただけるいい機会になると思います。当日は地下ホールに音響

機材もセット、できるだけ良い音質で聞けるように調整しますので、皆さん是非お早めに

足をお運びくださいね！                     （音楽センター 山田秀樹） 

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

原田義雄ソロアルバム発売記念ライブ ～夢を語るとき～～夢を語るとき～～夢を語るとき～～夢を語るとき～ 

2012 年 9 月 13 日（木）19：00 開演（18：30 開場） 

R’s アートコート（東京労音大久保会館） 

チケット 一般 2,500 円、65 歳以上・障がい者 1,500（当日 500 円増） 

東京のうたごえ協議会でチケットを取り扱っております。 

１０月８日までに１００人の読者を迎えよう！ 

暑い毎日ですが、みなさんそれぞれの地域の合唱発表会

に向けて、準備を進められていると思います。ところで、この

地域の合唱発表会の中で、忘れずに一緒に取り組んでいた

だきたいこと。 

それは「うたごえ新聞の読者を広げる！」ことです。 

みなさんの地域の合唱発表会に参加する方の中で、特に、

未加盟サークルの方の中には、うたごえ新聞を読んでいない

方が、たくさんいらっしゃいませんか？もしかしたら、加盟サー

クルの中にも読んでない方がいるかもしれません。 

地域の合唱発表会は年に一度だけ。地域で歌っているみ

なさんが集まるこの時は、うたごえ新聞を知ってもらえて、新

しい読者を広げられる、またとない機会です。準備の会議の

時、チラシやチケットを持って行った時、また、当日のうた新コ

ーナーなどで見本紙を渡し、購読を呼びかけていきましょう！ 

東京の合唱発表会最終日 10 月 8 日までに、各地域で 10

人！東京全体で 100 人の、新しい読者を迎えることを目指し

て、読者の輪を広げていきましょう！ 

 読み、つくり、広げるがうたごえ新聞のモットー、合唱発表

会の取り組みもドンドンうた新に投稿しましょう！！ 

（東京うたごえ新聞拡大事務局 井澤志歩） 

季刊日本のうたごえ No.１５７発売！ 

●地球を活かす 市民が創る自然エネルギー  

ジャーナリスト伊藤千尋さんに聞く 

（うた新 7/23 号掲載のお話をより深く詳しく） 

●憲法を曇らせる日米安保条約 

安保条約 60 年、沖縄復帰 40 年に 沖縄から  

元宜野湾市市長 伊波洋一さんの講演から 

●青年のうたごえ特集 

今、私たちは… 思うこと、試み  

関西・青年のうたごえから佐藤大介さん・宮城

から加藤優一さん・東海青年のうたごえ和賀

達郎さんから 

●座談会 (全国協議会教育部の皆さんを中心に) 

音楽・運動が輝く力  

2012 年東西合唱講習会、全国指揮・合唱指導

講習会を終えて 

●楽譜紹介「底力のタンゴ」 

●その他連載・石黒真知子、小林康浩 

読み応えたっぷりの今号です、ぜひ全会員への

普及を ！ 1 冊 515 円（10 冊以上で還元あり） 

ご注文は東京のうたごえ協議会まで。 
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2012 年度第 4 回常任員委員会報告 

7 月 3 日、第４回常任委員会が 14 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、合唱発表

会に向けた準備、うた新・季刊の拡大、その他。 

 この間の取り組みとして、6.23 怒りの国民集会で

「停まった」や「冗談じゃない税」が大変好評で、用意

した楽譜や「停まった」掲載のうた新見本紙が足り

なくなるほどだったことが報告されたほか、江戸や

っこ祭りもチケットが完売する盛況ぶりだったこと、

その他多くの合唱団・サークルが演奏会や被災地支

援の行動を行っていたことが報告されました。 

 関東・東京うたごえ交流会に向けては、参加者の

最終集約と、企画、現地での運営体制などの確認が

行なわれました。 

 合唱発表会については、早急に小委員会を開いて

今年の運営について提案することが確認されたほ

か、各地区合唱発表会の準備状況を交流しました。 

うたごえ新聞の拡大については、組織部会でも論

議がされ、加盟拡大とうた新・季刊拡大をセットで訴

えていくことが提起され、組織部とも連携して進め

ていきます。 

その他として、名古屋青年合唱団の合唱オペラ

「盗まれた森」東京公演成功への協力の呼びかけ

や、平和行進・脱原発などの諸行動への積極的な参

加も呼びかけられました。 

 

品川コーラスたんぽぽは1991年、品川の保母コーラ

スたんぽぽとして誕生しました。月 2 回のレッスン、月 1

回は発声のための体操をしています。昨年 11 月には

20 周年コンサートを開きました。団員は現役・退職保育

士などで現在 13 名。取り組んでいる曲の内容は様々

ですが、聴き手に好評なのは、子どもをテーマにした曲

や、子どもの四季・生活を表現した童謡などを演奏し

たとき。「子どもたちによりよい日々を！社会を！」と願う

私たちの気持ちが表現できているのかなと思います。

わがコーラスの成長？にとって不可欠な存在は指揮・

指導の永野睦子先生。発声法・歌うための身体作り・

うたの心・表現法などについて、いつも妥協せずに指

導してくださいます。一人一人の力量を高め素敵な演

奏ができるよう、今後も前を向いて進みたいと思って

います。 

 

サークル紹介 

品川コーラス たんぽぽ 
 

2012 年度第 5 回常任員委員会報告 

7 月 30 日、第５回常任委員会が 14 人の参加で行われました。 

議題は、この間の活動、関東・東京うたごえ交流会総括、合唱発表会に向けて、

サークル代表者会議に向けて、うた新・季刊拡大について、連帯活動その他です。 

この間の取り組みでは、脱原発を求める諸行動の報告（7.16 や首相官邸包囲、

国会包囲行動など）と、国民平和大行進の取り組みが報告されました。 

関東・東京のうたごえ交流会は、色々準備不足などありつつ、大島の皆さんの

ご協力で無事に開催でき、中身も素晴らしい物になったことが出し合われました。 

 サークル代表者会議は、合唱発表会の取り組み交流や、がんばろうフェスタにつ

いての提案などに加え、とにかくサークル同士の交流を重視することを確認。 

 うた新・季刊の拡大は、10/15 まで取り組まれる全国の拡大月間に連動し、10/8

（東京のうたごえ合唱発表会終了）までに東京として 100 人の拡大を提案（４面に

訴え掲載）。 その他、私鉄のうたごえ祭典の取り組みなどが報告されました。 

★合唱発表会日程★ 

9/1（土）新宿 

9/2（日）南部 

9/2（日）三多摩 

9/7（金）中央区 

9/8（土）三多摩南部 

9/9（日）みなと 

9/15（土）北部 

9/17（月・祝）東部 

9/19（水）千代田 

9/22（土）西部 

出演代表者会議は、 

9/25（火）音楽センター 

地下ホールにて行います。 
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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.２８８、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第５６号、南部合唱団より

「なんぶ」NO.775、わりかんうたう会より「わりかん」No.286、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」

No.124、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер7、女性のうたごえ連絡会より「女性のうたごえ連絡会ニュース」、 

2012 私鉄のうたごえ祭典祭典実行委員会より実行委員会ニュース「明日を見つめて…」第３号をいただきました。 

また調布狛江合唱団からは、多摩川九条の会で郷土部の青年たちに話を聞く会が催されたことを、多摩川九条

の会ニュースと共に送っていただきました。 皆さんの活動情報、団ニュースを東京のうたごえ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）  

8 月 01 日（水） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

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 05 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

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 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） 私鉄のうたごえ「地底のうた」練習会 新宿元気館サークル室 

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 

8 月 18 日（土） 足立平和コンサート 足立エル・ソフィア 

8 月 19 日（日） 東京・平和と交流のテーマパーク 2012 新宿箪笥ホール 

8 月 19 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

8 月 22 日（水） 第３８回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

8 月 25 日（土） 南部合唱団うた新フォーラム 旗の台文化センター 

8 月 26 日（日） 私鉄のうたごえ「地底のうた」練習会 新白岡・杉の子幼稚園 

8 月 26 日（日） 歌声どんちゃか ルミエール府中 

8 月 28 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

8 月 31 日（金） 足立ビアパーティー 足立教育会館 

9 月 01 日（土） 新宿合唱発表会 新宿箪笥ホール 

9 月 02 日（日） 南部音楽フェスティバル 五反田文化センター 

9 月 02 日（日） 三多摩合唱発表会 羽村市ゆとろぎホール 

9 月 02 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

9 月 03 日（月） 第６回四役会議 音楽センター会議室 

9 月 05 日（水） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

9 月 07 日（土） 中央区うたごえ合唱発表会 築地社会教育会館 

9 月 08 日（土） 第３4 回うたごえ喫茶町田「広場」 町田教育会館 

9 月 08 日（土） 三多摩南部うたごえフェスティバル 調布グリーンホール小ホール 

9 月 09 日（日） みなと合唱発表会 青山中学校多目的ホール 

9 月 09 日（日） 杉並ぞうれっしゃ合唱団 25 周年コンサート セシオン杉並 

9 月 10 日（月） 第６回常任委員会 音楽センター会議室 

9 月 11 日（火） 私鉄のうたごえ「地底のうた」練習会 文京区アカデミー音羽多目的室 

9 月 11 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 


