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桜の花が満開となり、さあお花見！と思ったら寒の戻りで花冷えが続きました。３．11 東日本大震災から 2 年、都

内各地でも「震災復興」「原発ゼロ」を願う様々な行動が取り組まれました。そこではメーデー歌集も大活躍 ！！ 

★★★★３３３３月月月月１７１７１７１７日日日日    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    

港区勤労福祉会館で行われた 2013 年度東京のうたごえ協議会総会には、50 団体 91 人が参加し、

討論では 31 人が、2012 年の取り組みの報告や、団員拡大、世代広大、協議会づくり、教育活動などに

ついて発言し、2013 年度方針を深めました。 

今年度総会では、2012 年度総会で提案されていた、協

議会規約改定も採決が行われました。2012 年度活動の

まとめ、2013 年度活動方針案、2012 年度決算、2013 年

度予算は全会一致で承認され、協議会規約の改定と、

2013 年度役員体制案は賛成多数で承認されました。 

また、今総会では「東京のうたごえ祭典開催」について

の提案もされましたが、論議する時間が作れず、早期にサ

ークル代表者会議を開催して深めることになりました。 

詳しい討論の中身は、後日発行の「総会決定集」「発言

集」をお待ち下さい。 

開会前、休憩、閉会時と、うたごえらしく全員で歌い交

わしながらの総会となりました。 

参加された皆さま、お疲れ様でした ！！ 

 

                                     

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 
  

2013 年３月号 

２０１３年度協議会役員体制 

会  長 轟 志保子（中央合唱団） 

副会長 大井 かつ江（南部合唱団） 

 島袋 美恵子（三多摩青年合唱団） 

 横川 昭（足立ピースフラワー合唱団） 

 山田 千賀子（合唱団北星） 

事務局長 大熊 啓（調布狛江合唱団） 

事務局次長 井澤 志歩（中央合唱団） 

 斉藤 一正（みなと合唱団） 

 外山 靖雄（電通西南コーラス） 

常任委員 會澤 玲子（三多摩青年合唱団） 

 井藤 綾子（合唱団白樺） 

 岩崎 あすか（調布狛江合唱団） 

 大橋 真理子（新婦人北支部ローズウェーブ） 

 荻野 美子（日本シニア合唱団） 

 片山 操子（絹の道合唱団） 

 神喰 重夫（通産混声コーラス） 

 小泉 恵美子（墨田区保育園うたごえサークルどんぐり） 

 佐宗 弘雄（合唱団 TOSE I） 

 中澤 俊之（東京郵便合唱団） 

 平井 克己（私鉄池袋ターミナル合唱団） 

 牧野内 貞雄（国鉄東京合唱団） 

 山崎 慶晴（私鉄池袋ターミナル合唱団） 

 山田 秀樹（音楽センター） 

会計監査 佐藤 光子（南部合唱団） 

 松澤 千代子（電通女声コーラス炎） 

1年間、よろしくお願いします♪ 
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★★★★ステッキーズステッキーズステッキーズステッキーズ 20202020 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    

 「カラオケもいいけれど、みんなで歌えばもっと

楽しい！」東京視覚障害者協会の会員の中で、そん

な仲間の思いが集まって、1992 年に「歌声サーク

ル・東視協ステッキーズ」が誕生しました。これまで

に童謡やポップス、平和を願う歌などを歌い続け

てきました。 

節目を迎えて、さらに沢山のひとに「歌うことの

楽しさ」を知ってもらおうと、去る２月 24 日（日）に

杉並公会堂小ホールを会場にコンサートを開きまし

た。当日は、北風の吹く寒い日になりましたが、東

京近県の視覚障害者の仲間や友人知人などの

他、遠くは京都からもおいでくださった方もおら

れ、２００人の会場は満席になりました。 

演奏の最後に震災からの復興を願い「花は咲

く」を歌った後、アンコールの「みんなの歌」を会場

全員で大合唱してフィナーレとなりました。     

今回の演奏会を開くにあたり、沢山のみなさん

にご支援をいただきました。紙面をお借りして、心

からお礼申し上げます。 

（東視協ステッキーズ 滝） 

★3333月月月月９９９９～～～～11111111日都内各地日都内各地日都内各地日都内各地のののの「「「「さよなら・さよなら・さよなら・さよなら・原発原発原発原発」」」」集会集会集会集会でうたごえがでうたごえがでうたごえがでうたごえが響響響響きましたきましたきましたきました。。。。    

足立区 ３月９日、足立区西新井さかえ公園で「さようなら原発 足立3・9パレード」が取り組まれ、約

400人が参加、「足立のうたごえの仲間たち」として開会前に約1時間のうたごえ。「エール」「原発ゼ

ロ」など、震災復興・脱原発の願いを込めた創作曲を演奏したほか、参加者と歌い交わしました。 

北区 ３月10日、北区飛鳥山公園「さよなら・原発」集会に４００人

が集まりました。歌があると良いね、の声があり開会前の１時間

は「歌う会」。メーデー歌集の宣伝販売も。７０部売れました。 

（新婦人北支部ローズウェーブ 大橋真理子） 

多摩市 同じ日、「3.11フクシマを忘れない 原発のない未来を 

アクションinTAMAに200人以上が参加し、コールに歌を交えな

がら行進。メーデー歌集も50冊以上を普及！！    （事務局 大熊） 

3.10原発ゼロ集会から日比谷野外音楽堂の集会での、福島県いわき市の母親の訴え。「子どもたち

が甲状腺がんに新たに３人が認定され、他７人に疑い」と。（チェルノブイリでは、４年後に発症が増加

した） また、ＮＨＫで放送された「福島の今を知っていますか」では、富岡町の小学生の女の子が「ちゃ

んとした子どもが生みたい」と。涙が出ました。再稼動を明言した安倍首相。日比谷公園内では若者

たちが創意工夫した支援グッズの店が沢山並び、運動の裾野が広がっているのを実感しましたが、

大人の責任として継続していく大切さを痛感しました。    （東京ナイスミディ合唱団ニュースより転載） 

★★★★2013201320132013 東部東部東部東部うたううたううたううたう会会会会 inininin 足立足立足立足立    

３月８日（金）夜、2013 メーデー歌集「あの

青い空のように」の出来上がりを待ちかねた

ように、東部うたう会を開催しました。会場の

足立教育会館は延べ 62 名の参加で満席。 

オープニングは、地元足立で次々誕生して

いる創作曲を紹介してもらい、２年経っても

「収束」にほど遠い福島原発事故を思い、原

発ゼロの願いを結びました。その後は、歌集

に載っている曲を始めから終わりまで、全部

歌っていきました。うたごえで一つになる連

帯の渦に、若い仲間も自然と身体を揺らし、

笑顔で溶け込んでいます。サンドイッチに珈

琲を美味しくいただきながら、あっという間

の２時間 30 分、名司会者のリードで楽しく歌

い交わしました。 

「喜び広げよう 小さな僕たちだけど あの

青い空のように」。この絆を大切にし、９月１日

の東部のうたごえ祭典を、みんなで知恵と力

を寄せ合い創っていきましょう 

（東部のうたごえだより 32 より抜粋） 
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去る３月３日、八王子ニューグランドホテルに於い

て、団創立 50 周年記念レセプションを 120 名余の

出席を頂き開きました。ミュージカル「ヒステリータイ

ムス」で演出をして頂いた八田瑞穂氏や、創立以来

何度となく客演指揮をして頂いた守屋博之氏をは

じめ、多くのご来賓と第１期研究生卒業生や団創立

に携わった元団員など、懐かしい皆さんに出会うこ

とが出来ました。また、50 周年を記念し講演会とし

て「さんゆう会」を立ち上げました。 

団の歴史を知る中で、先輩方の歩いてきた道が

今日の団に繋がり、後輩の私たちはエネルギッシュ

な活動を体験することが出来、また多くのことを学

ぶことが出来たと改めて思いました。今年は久々に

研究生を募集し、８月には団研共に被災地を訪れる

予定です。 

新しい歴史を重ねる活動は既に始まり新しい力

を加えながら、うたごえ 65 年の今年、裾野の広い

団を目指して歌っていきます。 

（団長 島袋美恵子） 

 

2012 年度第 12 回常任員委員会報告 

第12回東京のうたごえ協議会常任委員会が

３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、東京

のうたごえ協議会総会に向けて、うたごえ新聞・

季刊日本のうたごえ拡大について、連帯活動そ

の他でした。 

この間の活動としては、2/9～11 に大阪で行

われた日本のうたごえ全国協議会総会や、各サ

ークルの演奏会の報告がされました。 

 東京のうたごえ協議会総会に向けては、当日

の運営体制が確認され、2013年度方針案、予算

案について論議しました。新しい仲間、とりわけ

若い仲間を迎えるために、どういった方針で、さ

らに具体化していくのか、様々な意見が出され、

方針として東京のうたごえ協議会内に「青年学

生部」を新たに設けること、10 月の全国青年大

集会に連帯した「スクラムコンサート」的な企画を

取り組むことなどを総会に提案することが確認

されました。 

 うたごえ新聞・季刊日本のうたごえについて

は、総会までの間にもう一回りの声かけをし、全

加盟サークルで新しい読者を迎えようと呼びか

けました。 

 連帯活動としては、4/6 の“生きる権利と文化”

フェスティバルと関東交流会を、両方成功させる

こと、３．１１原発ゼロ関連の行動に積極的に参加

すること、大阪祭典の賛同金、メーデー歌集の普

及などが呼びかけられました。 

★★★★東日本合唱講習会東日本合唱講習会東日本合唱講習会東日本合唱講習会 inininin 東京東京東京東京    ＆＆＆＆    東日本郷土講習会東日本郷土講習会東日本郷土講習会東日本郷土講習会 inininin 東京東京東京東京にににに参加参加参加参加しましょうしましょうしましょうしましょう！！！！！！！！    

日本のうたごえ全国協議会主催の合唱・郷土各講習会。今年の東日本は、どちらも東京での開催です。

豪華講師陣の指導でたっぷりと学ぶチャンス、しかも合唱講習会は「開催地割引」もありますよ！！ 

合唱講習会は昨年広島ピースウェーブコンサートでも指揮を降った金井誠さん、「生きる」「あの空へ帰ろ

う」「決意」など作曲の武義和さん、さらには声楽家・奥野真理子さんのヴォイストレーニングに、「忠ヤン」こ

と、京都ひまわり合唱団・山本忠生さんによる「うたごえを届ける」実践講座。 

郷土講習会は、昨年関東のうたごえ交流会in大島での出会いから、大島に伝わる「御神火太鼓」を、大島

の保存会の皆さんの指導で！ また、道具一つで抜群のパフォーマンスができる「南京玉すだれ」、若者に大人

気の「かつぎ桶太鼓」と、どちらも充実の中身です。 詳しくはうたごえ新聞 3/25 号をご覧下さい。 

サークル紹介 

三多摩青年合唱団 
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♪おたよりありがとう♪  今月は、南部合唱団より「なんぶ」No.782・783、みなと合唱団より「ハーモニー」No.296、

日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」No.131、東京紫金草合唱団より「紫金草ニュース」第100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」No.229・230、三多摩うたごえ協議会より「あんだんて」

No.17、東部のうたごえ実行委員会より「東部だより」32、電通女声コーラス炎より「女声コーラス炎ニュース」

No.165 号をいただきました。   みなさんの活動やサークルのニュースなどを東京のうたごえへお寄せください。 

♪♪♪♪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）  

4 月 01 日（月） “生きる権利と文化”フェスに向けた練習会 音楽センター地下ホール 

4 月 02 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

4 月 04 日（木） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

4 月 06 日（土） ～7 日（日）生きる権利と文化フェスティバル 労音会館 R'ｓアートコート 

4 月 06 日（土） ～7 日（日）関東のうたごえ交流会 埼玉県秩父 

4 月 07 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

4 月 07 日（日） 三多摩のうたごえ協議会総会 国立市 中一丁目集会所 

4 月 08 日（月） 第１回常任委員会 音楽センター会議室 

4 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 

4 月 09 日（火） 北部のうたごえ協議会総会 豊島区勤労福祉会館 

4 月 13 日（土） 第４１回町田うたごえ喫茶「広場」 町田教育会館 

4 月 20 日（土） ～21 日（日）東日本合唱講習会 労音会館 R'ｓアートコート 

4 月 21 日（日） 合唱団この灯２０周年演奏会 墨田トリフォニーホール 

4 月 21 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

4 月 23 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

4 月 23 日（火） 北部のうたごえメーデーうたう会 赤羽文化センター 

4 月 24 日（水） 第４６回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

4 月 26 日（金） 狛江メーデーうたう会 狛江みんなの広場 

4 月 27 日（土） ～28（日）東日本郷土講習会 代々木オリンピックセンター 

4 月 29 日（月） 第９回愛と平和を歌うコンサート 西新井文化ホール（ギャラクシティ） 

5 月 01 日（水） 中央メーデー 代々木公園 

5 月 01 日（水） 三多摩メーデー 井の頭公園 

 

♪事業部より耳寄りなお知らせ CD・たけよしかず作品集「さあ耳をすまして」発売！！ 

昨年楽譜集を出版以来、CD 化のご要望をいただいていた「たけよしかず作

品集 さあ耳をすまして」（CD:2000 円税込）が 3 月 20 日発売となりました。 

幼稚園の子どもたちが歌う『はやくちことばのうた』や、「千葉若潮少年少

女合唱団」の子どもたちの、伸びやかで瑞々しい歌声。そして高校生と大人た

ちの『夢を語るとき』。など、歌っているのは団体も年齢も異なりますが、みんな

“たけよしかずワールドが大好き”という思いがあふれる演奏です。 

CD には全曲「練習用ピアノ演奏」を収録していますので、いつでもどこでも

練習出来ます。楽譜は、楽譜集「さあ耳をすまして」（1000 円税込）をどうぞ! 


