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「新春がんばろうフェスタ」に大勢のご参加ご協力ありがとうございました。 今年もよろしくお願いいたします。 

★★★★1111 月月月月 20202020 日日日日    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新春新春新春新春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    （（（（赤羽会館赤羽会館赤羽会館赤羽会館））））    

今回で第 4 回目を数える新春がんばろうフェスタには、400 人が集まりました。写真でダイジェスト ！  

 

 

 

 

 

オープニングは地元北区より、子ども達の HIPHOP「サイクローンズ」によるダンス①。続いてみなとブロック

「ＨＥＩＷＡの鐘」「明日という日が」②。アコ合同は 26 台の迫力で「新世界」③。  

アコといえば歌声喫茶。三多摩のうたごえのリードで舞台は一転して

「歌声喫茶」へ④。続く東部のうたごえは今年 9/1 開催「東部のうたごえ

祭典」をアピールして「下町」「エール」⑤、そして保育のうたごえの手話も

交えて「世界中の子ど達が」⑥。 

東京・関東から集まった 40 人の青年が「一番音頭」で会場を盛り上げ、

「夢を語るとき」で聴かせました。（2 面に続く） 
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2013 年 1 月号 

2013201320132013 年度東京年度東京年度東京年度東京のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ協議会総会協議会総会協議会総会協議会総会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

2013201320132013 年年年年 3333 月月月月 17171717 日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前～～～～夕方夕方夕方夕方    

（詳しい時間は決まり次第正式に文書でお知らせします） 

港区勤労福祉会館港区勤労福祉会館港区勤労福祉会館港区勤労福祉会館    第一洋室第一洋室第一洋室第一洋室にてにてにてにて    

加盟団体 1 団体につき代議員 1 名（加盟員 25 名以上の団体は 2 名） 

分担金 1 人 500 円 （オブザーバー参加大歓迎、参加費無料） 

東京中の活動を学びあい、1 年の方針を確認する場所です！！ 

各団体から、代議員だけでなく複数名での参加をぜひ！ 
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（1 面続き）西部のうたごえは「翼を下さい」「花は咲く」「町」で被災地へ

連帯⑧。続く千代田では「心つなごう」「人間の歌」、そして日航不当解

雇撤回裁判争議団のアピールも入り、職場の連帯「あの空へ帰ろう」⑨。 

新宿のうたごえは、職場の老舗サークル統計オンチコーラスのリードで 

「国勢調査の歌」、そして「花をおくろう」⑩。ここからは北部のうたごえの荒木栄メドレー。 

さすがは開催地、圧巻の人数で「五月のうた」「星よお

前は」「わが母のうた」⑪。三多摩南部、南部地域合同で、 

                           「南京玉すだれ」「かりゆしの夜」を歌い踊る⑫。 

抽選会を終え、さらに歌い交わし、最後は団結

ガンバロー、「がんばろう」の大合唱でフィナーレ！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★墨田区保育園墨田区保育園墨田区保育園墨田区保育園うたごえサークルどんぐりうたごえサークルどんぐりうたごえサークルどんぐりうたごえサークルどんぐり    ３８３８３８３８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    

子どもたちに平和な未来を～ぼくの夢・君の夢・みんなの夢～ 

１２月２３日（祝）曳舟文化センターホールにて（４２０人参加）。 

1月からスタートし、新たな創作音楽劇に挑戦した1年でした。 

「創作の苦しみと喜びを次の世代に引き継ぐ」・・・、これはやっ

てみないと感動も味わえないので、指導者（酒井崇氏）の一声

で、今回初の若手３人が作詞作曲にチャレンジし、コンサートの中

で発表。「できない！」と言って悩んだメンバーもいたが、指導者の

励ましのもと、出来上がった曲はどれも財産となりました。やらな

ければわからない感動でした。 

コンサート第３部の創作音楽劇は、若手中心の台本チームが何十回の創作会議、そしてどうまとめて

いくのか相当悩み、1年の大半を台本と格闘。それだけに、打ち上げで台本演出担当メンバーは涙々！苦

労した分、本番で成功したことが何十倍にもなって感動として味わえたはず。 

９年目の「モリモリーず」の子どもたちも、最高学年が中学1年

となり、練習への参加も厳しかったが、最終盤は見事にリーダー性

を発揮し、小さい子たちを助けながら、あこがれの存在として頑

張ってくれた。子どもたちの輝きが大人たちも元気にさせ、見てい

る観客席にも感動が広がりました。打ち上げでは来年の参加が

危うい中学１年や高学年の子どもたちに、父親団員が｢君がやら

ないなら、ボクもやめます。どうなんだ！｣と迫力（ユーモア）ある発

言で、｢やります｣と宣言した高学年の子どもたち。割れんばかりの

大拍手でした。（小泉恵美子） 



月刊・東京れぽぉと２０13 年 1 月号   3 

★恒例うたごえ喫茶 in みなと 

毎年 12 月に開催されるうたごえ喫茶。東視協ス

テッキーズとみんなとピースサンデー実行委員会共

催でおこなっています。今冬は 12 月 24 日、東京都

障害者福祉会館で開催されました。 

写真のようにピアノ、ドラム、ベースは視覚障がい

者の方。伴奏は全部暗譜。健常者のギタリストは楽

譜にかぶりつき。 

歌集は点字。そのほかはふつうのうたごえ喫茶と

変わらない笑顔がいっぱいのクリスマスイブでした。 

      （みなと合唱団 エーちゃん） 

 

2012 年度第９回常任員委員会報告 

 1 月 15 日、第 9 回東京のうたごえ協議会常任委

員会が、16 名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、うた新・

季刊日本のうたごえ拡大について、日本のうたご

え全国総会、東京のうたごえ総会に向けて。連帯活

動その他についてでした。 

 この間の活動としては、新春がんばろうフェスタに

向けての各地の取り組みや、各団体の演奏会の報

告などがされました。 

 うたごえ新聞・季刊日本のうたごえの拡大に向け

ては、うたごえ新聞社の三輪編集長を招いてお話

を伺いました。現在執筆中のうたごえ運動創始者

関鑑子さんの伝記について、「取り組む中でうたご

え運動や関鑑子さんの姿が見えてきた」というお

話や、様々な取材のこぼれ話、うた新に投稿する際

のワンポイントなどなど。常任委員からも紙面の感

想や拡大への決意が語り合われました。 

 全国総会に向けては、派遣する代議員の申込み状

況の把握と、東京として総会で何を発言するかなど

を出し合いました。また、総会までにうた新読者 65

人拡大も、改めて確認されました。 

 東京のうたごえ総会（3/17 港区勤労福祉会館）

に向けては、会場や開会時間について、議案書作成

の分担、次年度体制についてなどが提案され、また

当日、有意義な討論の場にするために、進行の仕

方などについても意見交換をしました。 

 連帯活動その他として、諸行動への参加呼びかけ

があった他、2013 東京平和と交流のテーマパーク、

全国青年大集会の各実行委員会への参加呼びか

けが来ており、協議会としての参加を確認しました。 

三輪編集長が教える！！ 

みんなで作ろう「うたごえ新聞」♪ 

４つの心得！ 

これであなたも 1 面を飾れる！？ 

其の一 投稿投稿投稿投稿するするするする通信通信通信通信のののの長長長長さはさはさはさは 600600600600～～～～800800800800 字字字字でででで。。。。 

長いものはあらかじめ編集部に相談を。 

其の二 一番伝一番伝一番伝一番伝えたいことをえたいことをえたいことをえたいことを最初最初最初最初にににに書書書書こうこうこうこう。。。。 

 「いつ」「どこで」「なにが」の順番よりも、 

 ドラマや教訓を全国に伝えるのが大事。 

 演奏曲目を並べるのはご法度です。 

 「感動」「涙」もご法度。「なぜ」？が欲しい！ 

其の三 宣伝宣伝宣伝宣伝費費費費はははは無料無料無料無料    ！！！！！！！！    3333 面面面面をををを活用活用活用活用ししししようようようよう。。。。    

 これから取り組むことの記事は 3 面。 

やり終えた記事は 7・8 面へ。1 万人に届く

のに宣伝費はゼロ。利用しない手はない！！ 

其の四 なんてったってなんてったってなんてったってなんてったって見見見見たたたた目目目目    ！！！！    写真写真写真写真をををを必必必必ずずずず    ！！！！！！！！ 

 正面近くを撮ると指揮者の「お尻がドン！」 

 少し遠く、または横から撮りましょう。 

今年はうたごえ 65 周年！ 

うた新読者も６５人広げよう！ 

2 月 11 日の、日本のうたごえ全国協議会総会

最終日までに、65 人の新しい読者を増やそう！ 

1 月 31 日現在 

65 人中37 人拡大！あと28 人！ 
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♪おたよりありがとう♪      

今月は、わりかんうたう会より「わりかん」No.289、東京紫金草合唱団より「紫金草ニュース」第 96 号・97 号、 

みなと合唱団より「ハーモニー」No.294、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер12、Номер1、合唱団しじゅうからより「しじ

ゅうから」第 65 号・66 号、東京ナイスミディ合唱団より「東京ナイスミディ合唱団」No228、南部合唱団より「なんぶ」

NO.781 をいただきました。皆さんの団ニュースを東京のうたごえ、うたごえ新聞社にお送りください。 

♪♪♪♪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）  

2 月 03 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

2 月 03 日（日） 中央合唱団「記念」新春コンサート 練馬文化センターつつじホール 

2 月 04 日（月） 第１１回常任委員会 音楽センター会議室 

2 月 05 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

2 月 06 日（水） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

2 月 08 日（金） 調布狛江合唱団サンマローうたう会 画廊喫茶サンマロー 

2 月 09 日（土） ～11 日（月）日本のうたごえ全国協議会総会 大阪 

2 月 11 日（月） 福島応援 OnSong 活動報告 府中の森芸術劇場「平成の間」 

2 月 12 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

2 月 16 日（土） 西南コーラスうたごえ Café スタジオブーン 

2 月 17 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

2 月 17 日（日） 調布狛江合唱団×Goofy ジョイントコンサート 調布くすのきホール 

2 月 17 日（日） 国際女性デーに向けた女性のうたごえ練習会 港区青山中学校多目的ホール 

2 月 24 日（日） 東視協ステッキーズ 20 周年コンサート 杉並公会堂小ホール 

2 月 25 日（月） 第１２回四役会議 音楽センター会議室 

2 月 26 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

2 月 27 日（水） 第４４回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

3 月 03 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

3 月 03 日（日） 三多摩青年合唱団創立５０周年記念レセプション 八王子ホテルニューグランド 

3 月 04 日（月） 第１２回常任委員会 音楽センター会議室 

3 月 05 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

3 月 06 日（水） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

3 月 08 日（金） 調布狛江合唱団サンマローうたう会 画廊喫茶サンマロー 

3 月 12 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

3 月 17 日（日） 2013 年度東京のうたごえ協議会総会 港区勤労福祉会館 

♪事業部より耳寄りなお知らせ 

井上頼豊生誕 100 周年記念コンサート DVD、入荷しました！ 

先月お知らせした DVD が入荷しました。早速部内で視聴。DVD は 11 月 18 日の前夜祭と 19 日の

コンサートの様子を収録しているのですが、19 日のトッパンホールでの演奏が素晴らしい ！ 国内屈指、

いや世界屈指のチェロ奏者が織りなす重厚で統率された演奏は思わず「カッコイイ！！ 」と唸ってしまう

ほど ！ 見たら人に薦めたくなる DVD です。（DVD：3000 円／ブルーレイ：3700 円）。 


