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 東京のうたごえ合唱発表会も終わりホッと一息付くまもなく来年１月２０日に開催の新春がんばろうフェスタの

準備に入りました。 遅くなりました、東京のうたごえ合唱発表会特集をお届けします。  

★★★★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合唱発表会合唱発表会合唱発表会合唱発表会＆＆＆＆オリジナルコンサートオリジナルコンサートオリジナルコンサートオリジナルコンサート 10月 6日・8日、日本橋公会堂 

今年初めて、２日間に渡って開催された 2012 年東京のうたごえ合唱発表会＆オリジナルコンサートに

は、79 団体が出演し、延べ 1000 人以上が参加をしました。今年は全国は祭典ではなく、「うたごえ交流

会」と題して、合唱発表会が充実しており、交流の部への枠が大きく広がったこともあって、全国合唱発

表会には初推薦という団体も多くありました。 

オリジナルコンサートでは、東日本大震災復興支援ソングをうたうシンガーソングライターの濱守栄子

さんの参加に始まり、「震災」「原発」をテーマにした曲が多く発表されました。 

来年も2日間開催の方向で準備を進めています。より「聴き合う」「学びあう」環境を作っていくために、

演奏者の視点、観客の視点でのご感想を東京のうたごえ協議会までお寄せ下さい。 
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2012年10月号 

2013 年の東京のうたごえ合唱発表会は… 

９月 28 日(土)・29 日(日) 

調布グリーンホール大ホールにて 
京王線「調布」駅南口駅前、新宿より特急で 15 分 

開会時間や部門の順番などは決まり次第お知らせいたします

が、ぜひ今のうちから日程をチェックしておいてください。 

合唱発表会のあり方についても議題にします。 

第 2 回サークル代表者会議 

12 月 3 日（月）18：30～音楽センター地下ホールにて 
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合唱発表会・オリジナルコンサート総評 

 （（（（コンクールコンクールコンクールコンクール部門部門部門部門、、、、女性女性女性女性・・・・一般一般一般一般・・・・職場職場職場職場・・・・小編成小編成小編成小編成））））    

この数年、参加団体のレベルが年々上がってきていると感じる。震災・原発など情勢の反映もあるが、

「今、何を歌いたいか」「何を伝えたいか」が明確な団体が多かった。その上で、表現する力・技が問われて

いく。声楽的なことからいうと、歌うことに力が入りすぎて、自然な呼吸や息の流れが力んでしまっている

部分を感じた団体もあった。職場の部においては、「良い発声」「悪い発声」という枠組みではない、職場な

らではの個性ある発声がある。それはある意味少し固い部分もあるが、会場の隅々まで音楽を響かせたい

という気持ちに溢れた演奏が多かった。 

うたごえ運動における優れた演奏とはなにかということを、うたごえ運動の指導者であった井上頼豊

先生が、かつてうたごえ全国総会や著書の中で語っていたが、要約すれば「聞いた人が、自分もその舞台

に立って、一緒に肩を組んで歌いたくなる」のが、優れた演奏ということ。音楽は心身ともに磨くことが大

事だが、特に心の部分がとても大事。歌い手が指揮者に集中をし、さらにその指揮者よりも先に、遠くへ遠

くへ思いを運んでいた団体が今回全国に推薦をされていると思う。 

講評の基準のひとつとして「その音楽が届いてるかどうか」がある。音楽は楽譜に書いてあること、音符

として書いてあるものを表現するが、歌い手が、その音楽を通して何を言いたいかだけではなく、作詞者・

作曲者、あるいは｢その作品｣が何を語ろうとしているのかを表現できているか。想像が膨らんでいるか。 

（（（（交流交流交流交流のののの部部部部））））    

 点数・順位を付けるという趣旨・視点ではないため、音が合っている、外れているという細かいところより

も、ステージ全体の雰囲気をどう構成しているかという事が見えた。言葉遊びの様な曲や、コミカルな曲を

選んでいる団体もあったが、演奏に少し照れくささも感じた。もっとはじけて、日本語も楽しんで歌うと、さら

に良い演奏になるのではないか。 

それぞれの団体が、日頃どのようにサークル活動をしているのかが見えてくる団体が多かった。その上

で、目でも歌うということも意識すると、さらに魅力的になるのではないか。 

歌い手一人ひとりが自立して声を出して合唱に参加していくことが大事。特に、高齢者のサークルの元

気な姿と声には励まされた。 

（（（（オリジナルコンサートオリジナルコンサートオリジナルコンサートオリジナルコンサート））））    

全体として、歌いやすい、気持ちのわかる、まとまりがあるという一定の水準を感じた、しかし「新しい発

見」「なるほど」「意表を突かれた」という曲は少なかったと感じる。 

3.11、震災、原発を意識していることが良く伝わる創作が多く発表されたが、この題材を歌う難しさ、果

たしてどれくらい多くの人に伝わり、共感を呼ぶか、一緒に考えたい。求められている物は、詩の領域に拠

る部分も大きい、うたごえはどうしても説明的、押し付けがましい詞になる傾向がある。聴いた側が、考え

たくなるという余地も欲しい。作曲する時も、詞をどう深めるか、仲間との相談、時には詩人との喧嘩とい

うような執念を持って創作に取り組んで欲しい。 

うたごえ運動のスタンスといえるが、メロディー（主旋律）は覚えやすく、歌いやすく、詞に対して素直な

音がついている曲が多い。その上で、欲を言えばハーモニーへの工夫がもっとほしい。演奏する自分達の

人数や男女のバランスといった個性を活かしたアレンジ、メッセージをより伝えるための編曲を。 

 歌は歌い継がれていくこと、歌い継ぐためには歌い続けていくことが大事。ぜひ創りっぱなしにならない

ように、実践・演奏を重ね、必要であれば詞や曲も変えて、より良くしていくことも大事。東京という規模か

らすれば、もっと沢山歌が生まれて欲しい。 



月刊・東京れぽぉと２０12 年１０月号   3 

        

♪ 事業部より 耳寄りなお話 ♪  

太田真季「あなたへの Lullaby」好評発売中！ 

かつては中央合唱団、アンサンブルケーナのメンバーとして、また現在はソロシンガーとしても活躍し

ている太田真季さんの、久しぶりのアルバムが「あなたへの Lullaby」です。 

「さくらんぼの実る頃」「なんという胸の痛みだろうか」「Time To Say Goodbye」

などメジャーな曲を始め、朗読と歌で紹介する「私の子どもたちへ」や星野富弘

さんの詩に武義和さんが曲を付けた「３つの母のうた」など、新しい世界にもチャ

レンジしています。音楽センターのホームページ上で全曲試聴が可能です。 

来年１月３０日には歌手生活４０周年記念コンサートを東京文化会館・小ホールにて 

開催します。こちらもぜひ！（お問い合わせはセンタープロ：03-3200-4030） 

CD・太田真季「あなたへの Lullaby」／販売価格:2500 円（税込） 

2012 年度第 6 回常任員委員会報告 

前号、スペースの関係で掲載できませんでしたが、

9/10(月)、第６回東京のうたごえ協議会常任委員会

が、１６人の参加で行われました。 

東京の合唱発表会に向けた準備や、うたごえ新

聞・季刊日本のうたごえの読者拡大について、私鉄

のうたごえ祭典に向けてなどが議題として論議され

ました。8/20 に行われたサークル代表者会議につい

ては、平日夜という事で、短時間にはなりましたが、

その分集中した交流ができてよかったのではという

感想がだされました。次回代表者会議は 12/3(月)。 

また、現在制作が進んでいる、映画「日本の青空

Ⅲ」の制作協力金として、各地域で呼びかけ、集めた

分をまとめて東京のうたごえとして申込むことを確

認しました。映画が完成した暁には、エンドロールに

「東京のうたごえ」の文字が映し出される予定です。 

2012 年度第 7 回常任員委員会報告 

10/1(月)、第７回東京のうたごえ協議会常任委員

会が 16 人の参加で行われました。 

この間の活動交流として、１０地域で行われた地区

合唱発表会の報告が各ブロック担当者から出され

ました。うたう会を織り交ぜた地域や、ゲストを呼ん

だ地域、うた新コーナーを作って拡大の成果も上げ

た地域など、それぞれの工夫が交流されました。 

東京の合唱発表会を目前に控え、運営体制の確

認や、発表会の中で加盟やうた新拡大を進めるた

めの工夫などが論議されました。 

がんばろうフェスタについては、会場が確保でき、

前回の教訓を活かし、それぞれの地域で企画を準備

していくことを確認しました。 

♪ うたごえ新聞拡大の報告 

東京のうたごえ合唱発表会までに 100 人の新しい

読者を迎えよう」と取り組んだうたごえ新聞読者拡

大は、１０月6日・8日の合唱発表会で９人読者が増え、

合計で４７人の新しい読者を迎えることができました。 

合唱発表会当日は、文京新婦人コーラスあしたば

／東京紫金草合唱団／絹の道合唱団／墨田保育園

うたごえサークルどんぐり／のーりん麦の会／板橋

退職教職員の会・歌おう会／日本ユーラシア協会調

布狛江支部「歌で覚えるロシア語講座」ドルージバの

各サークル・合唱団で新しい読者が増え、講評委員を

務めていただいた佐古浩子さんも読者になっていた

だきました。 

今後も、まずは日本のうたごえ全国交流会 in 広島

に向け読者の輪を広げていきましょう！ 
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♪おたよりありがとう♪      

先月号はスペースの関係で９月にいただいたおたよりを紹介できませんでしたので、合わせてご紹介します。 

みなと合唱団より「ハーモニー」NO.290、291。中央合唱団より「たいまつ」。合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер

8、Номер9。合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第５７号～第６１号と、「宮城はらから旅行」の報告。わりかんうた

う会より「わりかん」No287、No289。南部合唱団より「なんぶ」NO.777、NO,778 と、「南部合唱団友の会第 8 回総

会」の総会資料。東京紫金草合唱団より「紫金草ニュース」第94号・第95号。合唱団この灯より「合唱団この灯ニ

ュース」No423～No426。日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」NO.126、NO.127。私鉄のうたごえ

祭典実行委員会より「明日を見つめて…」第4号～第6号。千代田のうたごえより「千代田合唱交流会ニュース」。

女性のうたごえ東京連絡会より「女性のうたごえ東京連絡会ニュース」をいただきました。 

また、足立のうたごえより、平和行進の足立の取り組みの報告として、足立原水協通信を、歓多里コーラスより、

「歌声喫茶ソングブック 828 について」と「地底の歌」についての分析をいただきました。 

今後も、皆さんの活動情報、団ニュースを東京のうたごえ、そしてうたごえ新聞社にもお送りください。 

♪♪♪♪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）  

11 月 04 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

11 月 05 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 

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 05 日（月） 第８回四役会議 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 09 日（金） 統計オンチコーラスコンサート 戸山社会教育会館ホール 

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 11 日（日） 11.11 原発ゼロ 1000000 人大占拠行動 国会議事堂前 

11 月 12 日（月） 第８回常任委員会 音楽センター会議室 

11 月 13 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

11 月 14 日（水） 私鉄祭典・広島に向けた青年のうたごえ練習会 大塚ラパスホール 

11 月 16 日（金） 調布狛江合唱団青年部うたう会 狛江みんなの広場 

11 月 18 日（日） 私鉄のうたごえ祭典 in 東京 成増アクトホール 

11 月 18 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

11 月 23 日（金） ～25 日（日）2012 年日本のうたごえ全国交流会 広島 

11 月 25 日（日） 第３１回足立のうたごえ祭典 西新井小学校体育館 

11 月 27 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

11 月 28 日（水） 第４１回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

 

♪次回でなんと 60 回目!! 東京指揮考座へのご参加を。 

長野合唱団指揮者・日本のうたごえ全国協議会教育部責任者の渡辺享則さんをお迎えして、初心者大

歓迎、基礎から実践までドンと来いの東京指揮考座。次回は 60 回記念と、忘年会ならぬ、指揮者なので

「棒年会」もやります♪ 指揮受講 3000 円、見学・歌い手 1000 円。参加をお待ちしております。 


