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★★★★４４４４月月月月６６６６日日日日    生生生生きるきるきるきる権利権利権利権利とととと文化文化文化文化フフフフェスティバルェスティバルェスティバルェスティバル    演奏演奏演奏演奏参加参加参加参加とととと練習会練習会練習会練習会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

4月6日・7日(土・日)に、Ｒ'sアートコートで開催される「生きる権利と文化フェスティバル」。

これは日本のうたごえ全国協議会も加盟する「文化団体連絡会議（文団連）」の主催で行われるも

ので、東京のうたごえとして6日(土)に「表現報告」として演奏参加いたします。 

ぜひサークル・合唱団で歌って参加を呼びかけてください♪ 

演奏時間 4月6日(土)15：00より20分間（下記演奏順は未定） 

演奏曲目 人間の歌／心つなごう／世界をつなげ花の輪に／原発下請労働者（男声）／かりゆしの夜 

演奏体制 指揮：服部安宏／ピアノ：堀井泉 他・アコーディオン、ギターなど 

合同練習 4月1日(月)18：45より、音楽センター地下ホールにて（練習会費は無料） 

参 加 費 1日参加1,500円、2日通し2,000円 

６日はナターシャ・グジーさんの演奏も楽しめます！！（企画詳細はうた新2/18号にも掲載） 

春は名のみの風の寒さ…まだまだ肌寒い日が続きます。しかし、原発ゼロ、被災地復興の「春」を目指し、

3 月も頑張って歌っていきましょ～！！ 
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2013 年２月号 

★★★★２２２２月月月月９９９９～～～～１０１０１０１０日日日日    大阪大阪大阪大阪でででで日本日本日本日本のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ全国協議会総会全国協議会総会全国協議会総会全国協議会総会がががが開開開開かれましたかれましたかれましたかれました    

全国 32 都道府県から 188 人が参加した全国総会に、東京からは代議員として 16 人が参加しました。 

今回は３日間の開催でたっぷりと討論の時間もあり、東京は６人が発言、２日目夜の交流会では、東京で

生まれた消費税反対ソング「冗談じゃない税」(2013 メーデー歌集掲載)と、「あの空へ帰ろう」を、東京の

うたごえとしてリード。総会期間中にうた新読者拡大目標も達成されました！！（詳細は 2 面） 

東京は大活躍♪多数受賞 

３日目には、うたごえ新聞よりブルーペン賞、通信賞、読者拡大賞、機関紙誌賞、そして音楽センターより

ゴールデンディスク激励賞の発表があり、東京のサークル・合唱団から受賞団体・個人が多く出ました。 

受賞の詳細や、総会の詳しい様子はうたごえ新聞をご覧下さい。総会の全発言は後日発売の、「季刊

日本のうたごえ」160 号に全収録されます。総会参加の皆さま、お疲れ様でした！ 
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★★★★みんなのみんなのみんなのみんなの力力力力でででで！！！！！！！！    うたごえうたごえうたごえうたごえ新聞拡大新聞拡大新聞拡大新聞拡大でででで６８６８６８６８人人人人のののの読者読者読者読者をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました！！！！！！！！    

日本のうたごえ全国協議会総会までに「うたごえ 65 周年にちなんで、65 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、総会当日に 68 人まで読者が増え目標を超過達成！さて。

どんなところで読者が増えたのでしょうか？       （うた新拡大プロジェクト 井澤 志歩） 

◆読者拡大お願いの電話かけ行動、ここから改めて火がついた！ 

2 月 4 日、65 人まであと 25 人という日に、読者拡大お願いの電話かけを行いました。するとすぐに

「新しい団員の方にまだ声をかけていなかったかもと思って連絡をしてみたら、購読してくれることにな

りました。」と足立教職員合唱団で読者を拡大。ここから総会まで、ドラマが始まりました。 

◆新しい団員・会員の方に忘れずに声をかけよう！ 

入団すると、うたごえ新聞の読者になることになっているサークル・合唱団もありますが、そうではな

いサークル・合唱団もたくさんあります。 

しかし、新しく入ってくれたその時が、うたごえ新聞の購読を勧める一番のチャンス！この間も、合唱

団 TOSEI、合唱団白樺、絹の道合唱団では、必ず新団員の方に声をかけ、読者になってくれています。 

◆演奏先には見本紙を持って、必ず読者を拡大！ 

南部合唱団は、年明けからは今日現在まで、なんと 26 人も読者が増えました。「1 月は演奏が 10 回

以上入っているので実増で 10 部が目標。」という言葉を大幅に超える読者拡大。演奏先の様子は、うた

ごえ新聞 2/11 号にも通信が掲載されましたが、 

演奏には見本紙を必ず持って、団員の方のつながりで購読を呼びかけていきました。 

みなさんのサークル・合唱団の演奏でも購読の呼びかけと見本紙はお忘れなく！ 

なお、見本紙は、東京のうたごえ協議会までご連絡いただければ、1 部からお送りいたします。 

◆拡大速報メールに背中を押され… 

三多摩青年合唱団では、大阪の総会会場から次々に届く読者拡大 

速報メールをみて「みんなのあまりの勢いに…」ひとり読者を拡大！ 

情報が飛び交うことで、「自分も！」という気持ちになれます。 

 

◆ただいま読者拡大のキャンペーン中 

中央区新婦人コーラス小組エーデルワイスでは、今までなかなか読まなかった会員の方に「今、読者拡

大の取り組みをしててね…」と電話をして呼びかけ購読。声をかけるキッカケも大事ですね。 

ちなみに読者拡大キャンペーンは、東京のうたごえ協議会総会の 3 月 17 日まで続けますので、この

呼びかけはまだまだ使えますよ～。 

◆「総会に手ぶらでは行けません！」 

調布狛江合唱団では、総会に代議員で参加する方の 

「総会で手ぶらでいくわけにはいきません！！」という 

訴えに、団員が読者拡大の行動を起こし始めました。 

今度の 3 月 17 日東京のうたごえ協議会総会でも、 

ぜひサークル・合唱団みなさんの力で読者拡大の手土産を代議員に手渡して送りだしましょう！ 

◆でも、東京の力はまだまだこんなものじゃないハズ！ 

今日現在１０地域・２７サークルが読者拡大に取り組み成果をあげました！ 

しかし東京のうたごえの加盟サークルは 71 団体ですので、すべてのサークルで読者拡大に取り組み成果

が上がれば、まだまだ読者は増えていくはずです。 

うたごえ新聞読者の輪をより大きくひろげ、3 月 17 日の東京のうたごえ協議会総会を迎えましょう！ 
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 ５０数年前、電電公社に働く若者たちによって始ま

った西南コーラスです。会社や変質した労働組合か

らの攻撃にも抗して、最盛期には１００名を越える若

者がつどい歌い交わした時もございました。子育

て、労働運動などその他の活動に力を割くことな

どもあってサークル員が減り続け、一時は３名で歌

い続けていた時もございました。  

 子育ても一段落した２０年ほど前、かって一緒に歌

っていた仲間に呼びかけたところ１０名を越える仲

間が集まって再び歌い継がりました。昨年５名の新

しい仲間を迎えて、現在２０名の仲間で歌っていま

す。昨年の第５７回電通のうたごえ祭典では何十年

ぶりに第１位に輝きました。東京のうたごえ合唱発

表会・職場の部でも４位に評価され、広島の本選で

は充分に歌ってきました。  

 ５０年歌い続けている仲間もいます、この間２百回

を超すうたごえ喫茶を開いてうたごえを響かせて

きました。２１回目を迎えた“うたごえ café”は５０年歌

い広げてきた道の途上です。       （外山靖男） 

 

2012 年度第 11 回常任員委員会報告 

第 11 回東京のうたごえ協議会常任委員会

が、２月 4 日（月）19 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、日

本のうたごえ全国総会に向けて、うた新・季刊

日本のうたごえ拡大について、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、新春がんばろうフェス

タの総括が行われ、各地の感想や、地元北区で

の反応が報告されました。財政としては無事に

黒字となりました。4 月15 日に正式な総括会議

を行い、今後の開催のあり方も議論します。 

日本のうたごえ全国総会に向けてはそれぞ

れの地域からの代議員登録状況の確認と、合

わせてうたごえ新聞拡大についても「総会まで

に65人拡大」の実現に向けて取り組み交流をし

ました。会議前にはうた新拡大プロジェクトとし

て電話かけ行動が行われています。 

東京のうたごえ協議会総会に向けて、今回は

議案書の「2012 年度活動のまとめ」を中心に

論議をしました。この論議を受けて、次回常任委

員会で「2013 年度方針」について論議します。 

連帯活動その他として、4/6・7に行われる「生

きる権利と文化フェスティバル」での演奏と、同

日開催の「東京・関東のうたごえ交流会」を、両

方成功させようと呼びかけがありました。 

また、事務局専従冬季一時金を、みなさまの

冬季カンパのご協力もあり、執行しました。 

★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（（（（第第第第２２２２報報報報））））    

各サークル代表者に、総会のお知らせと参加申込用紙をお送りしました。今回少し勝手が違います。 

今回はお弁当の注文ができます。 

限られた時間で、なるべく討論の時間を多く確保したいということで、今回は事前にお弁当の注文を受

け付けます。その分、昼食時間を少し短めにいたしました。注文欄は参加申込用紙です。 

発言通告用紙は、できれば事前の提出を。 

ここ数年、討論を円滑に進めるため、事前の発言通告をいただいております。もちろん当日でもＯＫです

が、なるべく事前に出していただけると、より議事進行がスムーズになります。ご協力ください。 

代議員・オブザーバーの参加申込用紙は決まり次第すぐにお送りください。 

当日、それぞれのサークルの名前と顔が分かりやすいように、名札を作成しております。代議員、オブザー

バー参加のお名前が決まりましたら、すぐにメールまたはＦＡＸでお申込みをお願いいたします。 

サークル紹介 

西南コーラス 
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♪おたよりありがとう♪      

今月は、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第６７号、みなと合唱団より「ハーモニー」NO.295、合唱団

白樺より「БЕРЁЗКА」Номер2、合唱団この灯より「合唱団この灯ニュース」No435、東京紫金草合唱団

より「紫金草ニュース」第 98 号をいただきました。 

皆さんの活動情報、団ニュースを東京のうたごえ、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）  

3 月 01 日（金） ３・１ビキニデー 静岡県焼津 

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） 国際女性デー みらい座池袋 

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 09 日（土） 3・9 さよなら原発大集会 明治公園 

3 月 09 日（土） さよなら原発 足立 3・9 パレード 西新井さかえ公園 

3 月 10 日（日） 3・10 原発ゼロ大行動 日比谷公園、国会議事堂前 

3 月 10 日（日） 原発ゼロアクション inＴＡＭＡ 多摩中央公園ほか 

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 

3 月 17 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

3 月 23 日（土） 中央合唱団「春の音楽会～夢を語るとき～」 銀座ブロッサム 

3 月 24 日（日） ～28（木）紫金草合唱団ニューヨーク公演 ニューヨーク 

3 月 26 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

3 月 27 日（水） 第４５回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

3 月 31 日（日） 第６３回指揮考座 音楽センター地下ホール 

♪事業部より耳寄りなお知らせ 

2013メーデー・平和歌集と、メーデー歌集にあわせた資料用CDが3月1日に

発売となります。CD には東京のうたごえ事務局長の大熊さんと合唱団北星の山

田さんによる「こころひとつに」も収録！ぜひ聞いてください。CD には様々な集会

での演奏現場で活用できるよう定番曲のカラオケを収録。また、今年新たに掲載

された新曲４曲を収録しています。「原発下請労働者」は男声で力強く歌いたい！ 

■2013 メーデー・平和歌集（100 円）／CD は 1,000 円 

掲載曲 ／あの青い空のように／がんばろう／国のすみずみから／晴れた五月／ 

インターナショナル／原発下請労働者／闘うわれら／沖縄を返せ／冗談じゃない税／ 

世界をつなげ花の輪に／歩いて行こう／心つなごう／花は咲く／ふるさとの山影／ 

青い空は／人間の歌／町／憲法九条五月晴れ／みんなのうた／想いを寄せて／こころひとつに 


