
月刊・東京れぽぉと２０12 年 11 月号   1 

★★★★11111111 月月月月 11111111 日日日日    11.11 11.11 11.11 11.11 反原発反原発反原発反原発 1000000 1000000 1000000 1000000 人大占拠行動人大占拠行動人大占拠行動人大占拠行動        

あいにくの悪天候で、雨も少しずつ強くなってくる中、全国から続々と

集まってくる人たちの、色とりどりの傘が花のように咲き乱れました。 

東京のうたごえは「ミュージックエリア」にて、関東首都圏、そして全国の

うたごえの仲間と「原発なくせ」のうたごえを響かせ続けました。 

神奈川の吉川さんが「歩いて行こう」の替え歌で「原発さよなら」とくり

返すと、首相官邸・国会議事堂包囲に向かう人たちも手を振りながら一緒

に歌ってくれていました。 

毎週金曜の包囲行動に参加し

ているグループも飛び入り参加で

太鼓やピアニカを響かせながら

原発反対をアピール。 

後日の主催者報告では、10 万

人以上の人が参加したそうです。 

（事務局長 大熊 啓） 

★★★★がんばろうフェスタがんばろうフェスタがんばろうフェスタがんばろうフェスタ 2013201320132013    

 

1 月２０日(日)、赤羽会館にて開催

される「東京のうたごえがんばろう

フェスタ 2013」に向けて、みなとの

うたごえでは「明日という日が」

「HEIWA の鐘」を歌って参加しよう

と、２回の公開練習を設定して取り

組みます。他の地域でも歌って参加

の準備が始まっています♪ 

■12月12日(水） 

リーブラ 4階学習室A 6:30～ 

■1月16日(水)  

リーブラ 5階ホール 6:30～ 

指揮 酒井崇  ピアノ 町澤 恵 

 「日本のうたごえ交流会 in 広島」が終わりました。東京のサークル・合唱団は合唱発表会や、ピースコンサート・う

たごえ喫茶で大活躍。 いよいよ都知事選、衆議院選挙。私たちと想いや願いを共にする人を、うたごえを響かせ

て応援。「うたごえ新聞」拡大のチャンス。人にやさしい東京を、そしてうた新 2000 人読者を実現しましょう！！ 

 

                                     

発行：東京のうたごえ協議会 事務局  〒169-0072新宿区大久保2-16-36 音楽センター会館内 
TEL: 03-3200-4977／FAX：03-6801-7399 

E-Mail : touukyou@max.odn.ne.jp ／URL: http://touukyou.ciao.jp 
  

2012年11月号 

★★★★11111111 月月月月 18181818 日日日日    私鉄私鉄私鉄私鉄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        

成増アクトホールで開催した２０１２私鉄のうた

ごえ祭典は、およそ３５０名の参加で幕を閉じるこ

とができました。1００名を目指した「地底のうた」

は、目標に今一歩届かなかったものの９０名近い

舞台となり、荒木栄５０年にふさわしい企画にで

きたと思います。 

私鉄のうたごえ本体は人数も力量も不十分な中で取り組んできたメイン企画の合唱構成も会場の皆さんの暖

かい応援を肌で感じながら、なんとか演じきることができました。連帯のステージで盛り立ててくださった北部、東

京、職場のうたごえの仲間の演奏に、心から感謝いたします。私鉄のうたごえは毎年祭典を取り組んでいますが、

質、量ともにこれまでの取り組みを上回る成果を得たのではないかと思っています。 

これからの課題はやはり、後に続く世代にうたごえのバトンをつないでいく事で、決して簡単な道ではありませ

んが、今回の取り組みの成功をバネにして、また自分たちの進む道に確信を新たにしてがんばって取り組んでいき

たいと思います。    （私鉄池袋ターミナル合唱団 平井克己） 

各地域各地域各地域各地域でででで準備準備準備準備はじまるはじまるはじまるはじまる♪♪♪♪    
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２５周年記念コンサートは会場（170 席）をほぼ満席にして開催する

ことができました。若かりし頃“うたごえ”に参加していた保育士や

中央合唱団の経験者 OG が次々に入会し、メンバーは 17 名に増え

ました。オープニングはやはり「ふるさとの山影」を、そして混声でう

たいたいと、北星とブルーメン他北部のうたごえの仲間などの応援

を得て、総勢 30 余名で幕を開けました。 

昨年の大震災でメンバーの実家や故郷、そして娘さんの家が被災するなど、一同衝撃は大きかったのですが「う

たごえは生きる力」も実感し、歌うことで私たち自らを励まして今年の25周年を迎えたのです。被災地への思い、母

の想いを伝えることができたらと願って歌いました。また、ブルーメンと土建コスモスの皆さんの友情出演、指揮の

山田千賀子さんのソプラノ独唱も大好評でした。最後に荒木栄さんが結婚祝いに贈った「花をおくろう」を贈られた

神谷さんご夫妻を舞台にお招きして、会場の皆さんと歌い交わしながら幕を閉じました。 

創立以来のメンバー、そして全員が「頑張って練習して良かった。これからも続けていきたい」と気持ちを新たにし

たところです。応援してくださった“うたごえ”の皆様、本当にありがとうございました。（ミール一同） 

★★★★10101010 月月月月 13131313 日日日日    みんなとみんなとみんなとみんなとＰＰＰＰeaceeaceeaceeaceＳＳＳＳundayundayundayunday     

 

 

 

 

 

第２８回みんなとＰeaceＳunday が、高輪区民センタ

ーで開催されました。ロックバンドから民族音楽の踊

り、３歳から８０歳までの多彩な出演者と、バラエティ豊

かなコンサートでした。 

 特別企画として「今を生きる荒木栄のうたごえ」で

は、原発事故と炭鉱労働者、オスプレイも取り上げ、

「地底のうた」をメインに、映像も取り入れて演奏しまし

た。 多くの参加者から「とても感動した」の感想が寄

せられました。 

       （みんなとピースサンデー実行委員会  村松） 

★★★★10101010 月月月月２７２７２７２７日日日日    新婦人豊島新婦人豊島新婦人豊島新婦人豊島ｺｰﾗｽゆうばえｺｰﾗｽゆうばえｺｰﾗｽゆうばえｺｰﾗｽゆうばえ    ３０３０３０３０周年周年周年周年ｺﾝｻｰﾄｺﾝｻｰﾄｺﾝｻｰﾄｺﾝｻｰﾄ    

雑司ヶ谷文化創造館で、30 周年コンサートを約７０

名の参加で開催しました。 

今回初めて北部のうたごえの仲間を迎え、「ふるさ

との山影」を共演し、「うたごえ」を知らない人にも大

いにアピールできたと思います。 

高齢者の多い「ゆうばえ」もみなさんからエネルギ

ーをいただき、大勢の仲間に支えられ演奏会の共演

が出来て本当に幸せでした。ありがとうございました。  

 （ゆうばえ 加藤敏子） 

 

 

★★★★11111111 月月月月 9999 日日日日    統計統計統計統計オンチオンチオンチオンチコーラスコーラスコーラスコーラスコンサートコンサートコンサートコンサート    

わずか 100 名の会場は、超満員。58 年間歌い、闘い続けてきた

オンチコーラスには狭すぎました。しかし、「仕事を終えた仲間達が

立ち寄れる会場で」と、職場近辺の会場にこだわったのです。 

独立行政法人、非正規の仲間のかけはしとなり、削られた短時

間の昼休み練習を諦めなかったオンチコーラスの、職場や組合に

おける存在感と信頼を感じたコンサートでした。       （大熊 啓） 
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コーラスあやねは今日も元気に歌っています。 

どんぐりを拾いながら大きな公園のまわりを散策する

計画がもたれ、11/27、今日は実施の日。少し冷たい風

が吹いているけれど、たくさんの銀杏の葉が舞い上がっ

ている。良いお天気でよかった。11/18 もせいきょう診

地域で「健康まつり」が行なわれ賑やかにおもちつきや

包丁研ぎ骨密度チェックなどを行いました。さまざまな

文化行事が 3F で行われました。あやねも演奏しました。

終わりにあやねのリードでみんな歌う会を行いました。

予算のくみ方が不満、楽器もなくアカペラで歌う会をし

ました。93 歳の M さんが音とりをしてくださったけれど

考えて行く課題です。 

これからますます年を重ねて行くあやねはどうしてい

ったらいいのか考えて行く 2013 年を迎えます。どんな

曲を歌って行くのか考え始めています。健康のことも気

になります。今、落葉松を歌い始めました。 

忙しい年の暮れに選挙があり、人にやさしい都政を獲

得するために、私たち高齢者のがんばり時だともおもっ

ています。                           （市川 百代） 

2012 年度第 8 回常任員委員会報告 

11 月12 日(月)、第8 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。 

この間の活動として、11.11 原発ゼロ 100 万人行

動の報告などがあり、東京の合唱発表会の総括で

は、要員体制や当日の進行などについて感想が交

流され、サークル代表者会議などを通じて、来年に向

けての意見や改善点を集めることを確認しました。 

うたごえ新聞・季刊日本のうたごえの拡大に向

けては、全国うたごえ交流会 in 広島に推薦されてい

る団体全てに電話かけや訪問を行い、未加盟団体に

は加盟も含めてうた新購読の訴えをすることが提

案され、常任委員で分担も行いました。 

今後の取り組みとしては、私鉄のうたごえ祭典で

の歓迎演奏に向けた参加集約を行い、がんばろうフ

ェスタについては、10/22 に行われた第 1 回実行委

員会において、常任委員以外の参加者、サークル数

の少なさが指摘され、「東京の仲間がこぞって」とい

う呼びかけと雰囲気作りを強めようと確認。 

うたごえ全国青年学生部会より 2013 年の全国

青年交流企画の東京開催についての打診がありま

したが、まず東京の青年のうたごえが集まって相談

する場を設けることが大事であり、協議会として論

議し決定するものではないという事で、青年段階で

の話し合いを促すこととしました。 

事業普及活動として、2013 年メーデー歌集につ

いての推薦曲の呼びかけがありました。 

サークル紹介 

コーラスあやね 

★★★★11111111 月月月月 25252525 日日日日    第第第第 31313131 回足立回足立回足立回足立うたごえうたごえうたごえうたごえ祭典祭典祭典祭典    

今年の祭典は 350 人が集まり、4 時間半かけて 40 のプログラ

ムと、盛りだくさんの内容で大成功を収めました。同日、広島で開

催中の「日本のうたごえ全国交流会 in 広島」にも触れ、「私たちは

全国の仲間と連帯しています」と開会の挨拶。ハワイアンや、小学

校の先生など、今年も新しいサークルが生まれました。地元足立か

らは共同作業所の仲間や新婦人、年金者、教職員、九条の会、生

活と健康を守る会、区議団、和太鼓サークル、保育士など次々に登 

場し、シンガーソングライターの橋本のぶよさん、民謡歌手の山形三郎さん、そして東部のうたごえの仲間も参加し

ました。来年は 9 月 1 日に曳舟文化センターで東部のうたごえ祭典の開催が決まり、これからも足立のすみずみに

うたごえを広めるために頑張ります。                             （下町の人情男、赤シャツの男 横川 昭） 



月刊・東京れぽぉと２０12 年 11 月号   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

 

 

 

♪おたよりありがとう♪      

今月は、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер10、Номер11、南部合唱団より「なんぶ」NO.779、合唱団しじゅう

からより「しじゅうから」第 62 号・63 号、その他、足立のうたごえより第 31 回足立のうたごえ祭典のプログラム。

歓多里コーラス熊谷さんより「地底の歌」についての考察をいただきました。 

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）  

12 月 02 日（日） 東京母親大会 サンパール荒川 

12 月 02 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

12 月 03 日（月） 第２回サークル代表者会議 音楽センター地下ホール 

12 月 05 日（水） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

12 月 05 日（水） 第 41 回大塚うたごえ酒場 大塚ラパスホール 

12 月 08 日（土） 第３7 回うたごえ喫茶町田「広場」 町田教育会館 

12 月 08 日（土） 第９回常任委員会 音楽センター会議室 

12 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 

12 月 12 日（水） みなと「明日という日が」「HEIWA の鐘」公開練習会 リーブラ 4 階学習室 A 

12 月 15 日（土） 板橋平和のつどい  

12 月 16 日（日） 合唱団ＴＯＳＥＩ50 周年記念音楽会 江戸川総合文化センター小ﾎｰﾙ 

12 月 16 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

12 月 16 日（日） 第６０回指揮考座・「棒」年会 音楽センター地下ホール 

12 月 17 日（月） 第２０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 

12 月 18 日（火） 北部のうたごえ望年うたう会 荒木栄をうたおう会 赤羽北区民センターふれあい館 

12 月 21 日（金） 峰崎りみソロと三多摩青年合唱団コンサート 武蔵野市民文化会館 

12 月 23 日（日） 墨田区保育園うたごえサークルどんぐり 38 周年コンサート 曳舟文化センターホール 

12 月 24 日（月） 電通西南コーラスうたごえ Café スタジオブーン 

12 月 24 日（月） みんなとピースサンデー・ステッキーズ共催 うたごえ喫茶 東京都障害者福祉会館（田町） 

12 月 25 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

12 月 26 日（水） 第４２回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

♪「2013 メーデー・平和歌集 掲載曲募集」 

音楽センターでは毎年３月にメーデー・平和歌集を発行していますが、2013年も例年通り発行いたします。そこで、

この間の「反原発」や「消費税増税反対」をはじめ、様々な運動と関わる中で作られた曲をメーデー・平和歌集に掲載

したく、募集をいたします。 

・楽譜・歌詞(手書き可)は、お名前・ご住所・ご連絡先などを明記の上、郵送またはメールで下記までお送り下さい。 

・締め切りは12月20日必着です。 

・送られた曲は編集委員会で検討の上、優秀曲をメーデー歌集に掲載します。 

（掲載しない場合は特にご連絡は差し上げませんので、ご了承ください。） 

・2013年4月発売予定の関連CDに収録する場合もあります。 

・作詞・作曲の著作権は、㈱センターミュージックで管理させていただき、著作権使用料は同社からお支払いいたし

ます。そのため、作者本人でない方が応募される場合は、作者の了解を事前に得てください。 


