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 各地域での合唱発表会が終わりほっと一息。東京のうたごえ合唱発表会、私鉄のうたごえ祭典、そして日本の

うたごえ全国交流会 in 広島まで「うたごえの秋」を大いに楽しみましょう。 今号は合唱発表会特集で～す。 
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2012 年 9 月号 

★8 月 20 日 サークル代表者会議    

 残暑きびしい 8 月２０日（月）２０１２年度第 1 回目のサー

クル代表者会議が開催されました。この日の参加は２８団体３１

人。平日の夜開催という限られた時間でしたが、活発な発言と交

流で充実したひとときとなりました。 

 まずは東京の合唱発表会について討議。今回は 2 日間開催とい

う初めての試みですが、同日２部門開催の慌しさもなく、じっく 

り交流ができそうです。講評の体制は、女性・一般・職場・小編成を５人で、交流の部とオリジナルコンサ

ートをそれぞれ３人でと確認しました。参加費について、同一の団体が合唱発表会とオリジナルコンサート

に出たり、小編成や合同などで参加する「重複出演」について、一定程度の分担金を担ってもらうという提

案に、「講評をしてもらう」ことでは同じなので、公平を期して分担金制にしようと快諾されました。 

 後半は活動交流。「この間、非常勤の女性がひとり、退職組の男性４人がサークルに加入。突然男が増え

ちゃって、音楽づくりに指導者は頭を悩ませているようです。」と笑いを誘った「統計オンチコーラス」柳

さん、「地域の文化祭に出演した人たちが集まって、この 1 年かけて練習して、今回北部の合唱発表会に新

たに２団体出演のはこびとなりました。」と報告の「北星」山田さん、「地域のさまざまなとりくみの中で対

話していくと、脱原発のことも、うたごえの輪も広がる。三多摩南部の合唱発表会は今回１６～１７団体に

なりそうです。」と拍手を浴びた「調布狛江合唱団」大熊さんなど、「広がり」を伝える発言が相次ぎました。

また創造面でも、「8 回目のコンサートを 7 月に開催。３，１１震災のこと、各自が思いを出し合って久し

ぶりに創作曲『私は築地の女将です』ができました。がんばろうフェスタで『創作券』を当てたみなさんの

創作の意欲も刺激になった。（エーデルワイス/渡辺さん）」「今、次のコンサートの準備中、基地・安保問題

をとりあげようと、まずは沖縄に行ってみようということになった。１０月６日合唱発表会後すぐに飛んで、

直に現地を見てきます（絹の道合唱団/武藤さん）」など、意気高くとりくんでいる様子が話されました。 

 話題は「脱原発集会」「官邸包囲行動」にもおよび、「官邸に行ったけど、うたごえの仲間に出会えない」

「ファミリーゾーンあたりにいるのだが、誘導されてしまうので集まりづらい。騒いで混乱させる人たちも

いるので仕方ないのだが…。」という話から、横川副会長の「ここ 3 日、都庁などで連日行動をしているけ 

ど、うたごえの力をあらためて実感した！『青い空は』など歌

っていると、周りの人たちが次第に歌ってくれるようになる。

歌の力を示そう！現場に行くと歌を作らなければという気持

ちにもなる！」との力強い発言で「まずはみんなで参加を」と

意思を固めあいました。そして最後は『青い空は』を歌って閉

会。8 月らしい交流となりました。 

轟 志保子（東京のうたごえ協議会会長） 
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★★★★９９９９月月月月 8888 日日日日（（（（土土土土））））三多摩南部三多摩南部三多摩南部三多摩南部うたごえフェスティバルうたごえフェスティバルうたごえフェスティバルうたごえフェスティバル        

小ホールでフェスティバルを開催。郷土の団体も５団体 

が発表を行い、合唱の団体とあわせて１８団体が参加し 

ました。今年は新たに狛江地域で活動しているミュージカル団体が参

加。踊りながらの演奏でしたがそのレベルの高さに圧倒されました。

講評委員会中には落語を学ぶ女子高生が高座を務めるなど、バリエ

ーションに富んだ参加団体で最後まで楽しく聴かせていただきまし

た。第二部は大交流フェスタでさらに交流を深めたようです。 

（事務局 山田秀樹） 

★9999 月月月月 1111 日日日日（（（（土土土土））））新宿新宿新宿新宿のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ合唱発表交流会合唱発表交流会合唱発表交流会合唱発表交流会  

新宿は 9 月 1 日（土）に牛込箪笥区民ホールでの開

催。昨年比 2 団体減の計 10 団体が日頃の練習の成果

を発表しました。今年は久しぶりに合唱団かるがもが参

加。そのつながりで昨年ニューヨークでも公演した「五色

桜物語合唱団」がゲスト出演（下写真）。もう一組のゲス

トは合唱団白樺の舞踊班。ブコビナの踊りはステップが

激しくて凄さが分かりづらかったですが、若い男性メン

バーの存在は羨ましいところが多かったのでは。新たな

つながりができたので、このつながりをより太いものに

するべく今後も交流を図って行きます。  

（新宿のうたごえ 山田秀樹） 

 

★★★★９９９９月月月月 2222 日日日日（（（（日日日日））））三多摩三多摩三多摩三多摩のののの合唱発表交流会合唱発表交流会合唱発表交流会合唱発表交流会        

三多摩の合唱発表交流会は２０団体３００人が参加。 

今回「むさしの平和の風合唱団」「女声合唱団くらら」

が初参加のほか、うたごえ喫茶として協議会に加盟

している「くにたちうたＯＨ！会」が、うたごえ喫茶の雰

囲気そのままで舞台へ登場！発表交流という点で素

晴らしい前進を感じました。 

講評の合間には二本松はじめさんのミニコンサート

もあり、参加者を飽きさせない工夫を準備してきた姿

がうかがえます。しかし、残念ながら講評結果を待た

ずに客席はかなりまばらに…。自分達の演奏を終え

たら帰ってしまうサークルも少なくないようで、寂しい

気持ちに、これは来年の課題ではないかと思います。 

全体を通して、「震災」「原発」というテーマを感じる

選曲が多かった中で、創作曲を取り組んで持ってきた

団体が１団体だけというのが個人的には残念。「民族

独立行動隊」の作曲者で、今回講評委員を務めた岡

田和夫さんは「震災・原発事故以降、私たちは言葉を

奪われているところがあると思う。どの言葉なら傷つ

けないかと慎重になっている。しかし、それでも自分達

で言葉をさがしましょう。創作をしましょう。私も一生

懸命考えて見ます。」と、参加者にエールを送りました。 

（東京のうたごえ協議会事務局長 大熊 啓） 

都内１０地域で合唱発表会が行われました 

★★★★9999 月月月月 2222 日日日日（（（（日日日日））））    南部南部南部南部        五反田文化五反田文化五反田文化五反田文化センターセンターセンターセンター    

合唱だけでなく、器楽や郷土など、合わせて 13 団

体 200 人が参加！ 南部合唱団郷土部「南舞」は、全

国うたごえ交流会 in 広島の「郷土・器楽の部」への

参加も予定しています！ 

★9 月 7 日（金） 中央区合唱発表会 

 中央区の合唱発表会は７団体で行われました。エーデ

ルワイスは、今回は初めてオリジナルコンサートに参加を

目指した「私は築地の女将（おかみ）です」が歌われまし

た。創作曲を手がけて完成できてよかったと思います。

参加頂いた合唱団・講評員の方々ありがとうございま

した。（エーデルワイス 渡辺康子） 
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★★★★9999 月月月月 9999 日日日日（（（（日日日日））））みなとみなとみなとみなと合唱発表会合唱発表会合唱発表会合唱発表会    

9 月 9 日、港区立青山中学コミュニティホールで、みな

と合唱団(写真）、コスモスコーラス、ちれんず、港湾合唱

団、ステッキーズ、および初出場の Commity の６団体が

出演しました。ちれんずは、同日沖縄で開催された県民

集会に連帯して赤のバンダナで月桃を演奏など、各合唱

団ともなごやかに日頃の練習の成果を交流しました。 

演奏後、講評結果が出るまでの間、６月２３日に当地で

開催される港湾のうたごえ全国祭典で連帯演奏をする

ピースサンデー合唱団の合同練習をおこないました。  

（みなと合唱団 斉藤一正） 

 

★9 月 15 日（土）北部のうたごえフェスタ 

北部合唱発表会は７０（ななまる）うたう会（下写真）、

板橋退職教員うたおう会の初参加2団体もあり昨年同

様、20 団体の参加で開催されました。久しぶりに聴かせ

て頂きましたが其々の合唱団の力量の向上が感じられ

ました。 啄木の短歌を「アメージンググレース」で歌った

り、「雨ニモマケズ」を「聖者の行進」のメロディーに乗せ

るなど面白い選曲も聴かせてもらいました。北部の特徴

は女声コーラスが多いのですが、年金者、教員、私鉄労

働者、土建、公共一般の闘う人達など各々に特徴のあ

る声が響いていました。（ 事務局 外山靖夫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
★9 月 17 日（月）東部のうたごえ合唱発表会 

曳舟文化センターで開催された東部のうたごえ合唱

発表会には13団体約200人が参加。昨年より少し参加

団体が減ってしまいましたが、発表の合間には参加サー

クルで担当を割り振ってのうたう会を挟むなど、「交流」

に重点を置いた企画が特徴です。 

★９月 19 日（水）千代田合唱交流会 

通称「千代田合発」と呼ばれていいますが正式名称

は「千代田合唱交流会」です。ここの発表会では数年前

から「千代田を制する者は東京を制する、東京を制する 

者は全国を制する事もある！」と言われています。 

それを果たした「国鉄東京合唱団」の他、「ぜいむ合唱

団」、国公の職場の「のーりん麦の会」、「霞ヶ関男声合

唱団」あるいは「東京ナイスミディー合唱団」等戦国時代

のようなレベルの高い舞台です。 

今年は産別で既に推薦された団体も複数いて昨年以

上に水準が上がった内容だと講評委員のコメントもあり

ました。 実行委員長の挨拶が「千代田の力を全国に見

せろ！」でした。             （勝手に幹事 神喰重夫） 

 

★9 月 22 日（土）西部地域合唱発表交流会 

 日程を急遽変更した西部の合唱発表会には11団体の

参加でした。ぞうれっしゃ合唱団の元気な子どもたちの

うたごえ（下写真）、90 歳を超す高齢者が 6 人も所属し

ている「あやね」のみなさんもきれいな衣装で参加、毎

回オリジナル曲で参加の「わりかん歌う会」多様な合唱

団の発表会でした。私鉄祭典の東京のうたごえ歓迎曲

「決意」と NHK の震災復興支援ソング「花は咲く」を皆さ

んと歌って終わりました。 （西部のうたごえ 外山靖雄） 
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★★★★9/139/139/139/13 大塚大塚大塚大塚うたごえうたごえうたごえうたごえ酒場通算酒場通算酒場通算酒場通算４０４０４０４０回記念回記念回記念回記念        大西進大西進大西進大西進さんとさんとさんとさんと小森香子小森香子小森香子小森香子さんをさんをさんをさんを迎迎迎迎えてえてえてえて    ★★★★    

公共一般労組と南部合唱団のコラボレーションで開催されている

大塚うたごえ酒場も 10 年を超えて第 40 回。 

特別企画として、来年無罪確定 50 周年の松川事件と今年没後 50

周年の荒木栄を取り上げました。午後から、関連の映画上映を行い、

夜はうたごえ酒場で、「青い空は」の小森香子、大西進さんをゲストに

迎え、曲が生まれる逸話をたっぷり聞きながらの記念イベントでした。

（写真は「青い空は」を皆さんと一緒にうたうをご両人） 

11 月の全国うたごえ喫茶フェスティバルにエントリーしようと、心ははや広島へも飛んでいます。（斉藤一正） 

♪♪♪♪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）  

10 月 09 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

10 月 09 日（火） 私鉄のうたごえ祭典合唱団練習会 文京勤労福祉会館 

10 月 13 日（土） 第３5 回うたごえ喫茶町田「広場」 町田教育会館 

10 月 13 日（土） 第２８回みんなとピースサンデー 高輪区民センターホール 

10 月 13 日（土） 新婦人練馬コーラスミール 25 周年コンサート ゆめりあホール 

10 月 13 日（土） 合唱団白樺第５７回定期演奏会 新宿文化センターホール 

10 月 16 日（火） 大熊啓うたごえ専従生活 10 周年まつり 調布グリーンホール小ホール 

10 月 21 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

10 月 22 日（月） 東京のうたごえがんばろうフェスタ 2013 実行委員会 音楽センター地下ホール 

10 月 22 日（月） 私鉄のうたごえ祭典合唱団練習会 文京勤労福祉会館 

10 月 23 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

10 月 24 日（水） 第４０回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

10 月 25 日（木） 私鉄のうたごえ「地底のうた」練習会 文京勤労福祉会館 

10 月 29 日（月） 私鉄のうたごえ祭典合唱団練習会 文京勤労福祉会館 

11 月 04 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

11 月 05 日（月） 私鉄のうたごえ祭典成功に向けた東京練習会 音楽センター地下ホール 

11 月 06 日（火） 私鉄のうたごえ祭典合唱団練習会 文京勤労福祉会館 

11 月 07 日（水） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

11 月 10 日（土） 第３6 回うたごえ喫茶町田「広場」 町田教育会館 

11 月 12 日（月） 第８回常任委員会 音楽センター会議室 

♪♪♪♪港湾港湾港湾港湾のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ祭典祭典祭典祭典    9/239/239/239/23    田町田町田町田町リーブラリーブラリーブラリーブラ    

第49回港湾のうたごえ全国祭典は、みなさんのご協力によって成功させることができました。合唱構成「港のす

みずみにうたごえを」では、全国港湾労働者合唱団「アンカー」が港湾の創作曲を中心に平和への願いをこめて歌

いあげました。今回初めてＯＢの人達にも手紙やＴＥＬで参加を呼びかけ、多数参加していただきました。 

開幕演奏の「みなとぞうれっしゃ合唱団」の元気なうたごえに大きな拍手がわきおこり、神奈川フィルやＪＡＬの訴

えと演奏には激励の拍手。参加者 113 名と小さな規模の祭典でしたが、うたごえを愛する心がひとつになり、来年

の名古屋祭典(50 回)に展望が開けるものとなりました。  （祭典事務局長 指田久雄） 


