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連休中の怒涛の取り組みもあり、ニュースの発行が遅れてしまいました。申し訳ありません。 

今号は 4・5 月合併号という事で、この間の取り組みの一挙紹介と、今後の行動のお知らせ特集です。

★★★★５５５５月月月月１１１１日日日日    中央中央中央中央メーデー・メーデー・メーデー・メーデー・三多摩三多摩三多摩三多摩メーデーメーデーメーデーメーデー 

5 月 1 日、今年の中央メーデーの文化行事では、企画・

運営を私たち「うたごえ」が全面的にプロデュース。 

11 時の式典開幕までの間、東京のうたごえの仲間、年

金者組合のみなさん、約120 人が登壇して、見て楽しいう

たごえ一大絵巻を展開しました。 

オープニングは、メーデー・平和歌集でも話題の「冗談じ

ゃない税」、東日本大震災の被災者に想いを寄せた「心つ

なごう」はフラダンスと一緒に。原発問題を鋭くえぐった「原発下請労働者」。5月6日から始まる国民平

和行進の通し行進者としてフィリピンから来日したマラヤさんと

一緒に「歩いてゆこう」。年金者・高齢者のうたごえによる元気な

「かけがえのない人生」。今度新たに合唱団を結成した JAL の不

当解雇原告団と一緒に「あ

の空へ帰ろう」。そして働くも

の全ての想いを込めて「人間

の歌」をステージ全員で。 

最後は、今年没後 40 年の

関鑑子のグレートラブに応え

た「世界をつなげ花の輪に」を

歌い、まさに、いま各分野で闘

っている 21,000 人の参加者に寄り添ったうたごえを演出しました。 

司会の有馬理恵さん（俳優座）も、それぞれの曲間をスムーズに

語りでつないでいただき、その後の式典の内容を網羅的にまとめた

前奏曲といえるステージでした。 （企画制作部責任者 斉藤一正） 
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三多摩メーデーは昨年のように雨に降られることもなく好天で、参加者も増えたようです。三多摩の

うたごえとして 50 人で開幕演奏「世界をつなげ花の輪に」を歌い、最後の「がんばろう」の全員合唱は、

青梅麦笛の若手が指揮を振り、とても新鮮なステージになりました。その他に、調布のたま川太鼓による

和太鼓・エイサーの演奏や、二本松はじめさん、土建バンドなど賑やかなメーデーで、うたごえはデモ行

進にも歌って参加しました。土建のみなさんの、「デコレーション･カー」という、政治風刺や要求をトラック

などにハリボテで飾り付けをしたものが、よりデモ行進を華やかにしてくれていました。 

（三多摩のうたごえ・絹の道合唱団 片山操子） 
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★4 月 7 日 三多摩うたごえ協議会総会 

 4月7日(日)、三多摩うたごえ協議会定期総会

が行われました。各サークル・合唱団の 2012 年

度活動報告の後、2013 年度活動方針について

話し合われ、三多摩メーデーの送り出しの成功、

三多摩合唱発表交流会へは、今までの成果を生

かし 25 団体以上の参加を目指すことなど、職

場・地域の要求にあった、うたごえ運動の展開

を広げていくことが決まりました。 

（三多摩うたごえ協議会 月芳高直） 

 

★★★★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””””フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル（Ｒ（Ｒ（Ｒ（Ｒ’’’’ssss アートコートアートコートアートコートアートコート））））    

文化団体連絡会議（文団連）主催による

震災復興・原発ゼロをテーマにした催しで、

うたごえはオープニングを担当しました。 

関鑑子没４０年にちなみ「世界をつなげ

花の輪に」、震災復興の想いを込めて「心つ

なごう」。「『原発下請労働者』は 31 年前に

創られた曲です」と紹介すると、会場からは

驚きの声が上がりました。 

東京のうたごえとして、今まで一番合同で歌いこんできた

「人間の歌」を歌い、最後は合唱と郷土（エイサー）のコラボレー

ションで「かりゆしの夜」でステージを締めくくりました。 

その後、様々な文化団体による発表・表現や、「3.11 から 2

年、震災復興・原発ゼロ」がテーマのシンポジウムの中でも、関

鑑子さんの話題や、「原発下請労働者」への感想が出されて、

うたごえの役割を果たせたと思います。  （事務局長 大熊啓） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★4 月 9 日 北部のうたごえ協議会総会  

加盟１６団体中、委任状１、欠席１（残念ながら当日欠

席）１４団体２３名の参加で総会が成立しました。事務

局長の総括、会長の方針提案のあと、各サークルか

らの発言がありました。６５周年の今年音楽会を計画

している団体も多く、「この１年、積極的にうたごえを

ひろげ、是非大阪祭典にもみんなで参加したい」「創

作曲を作って、自分たちの歌を全国の仲間に聞いて

ほしい」などの意見が出されました。 

 

 

 

 

 

また今年は、初めて全国総会に３名の代議員を送

り出しました。初参加の方から、全国の発言がとても

参考になった勉強になった、講演、交流会も楽しかっ

た、参加させていただいて本当によかったとの報告が

されました。 

 総括、方針、財政を全員一致で採択のあと、まずは

すでに決まっている、メーデー うたう会、合唱発表会

を必ず成功させる事を意思統一して、閉会しました。 

 （北部のうたごえ協議会 山田千賀子） 

★★★★4444 月月月月 11111111 日日日日    消費税大増税消費税大増税消費税大増税消費税大増税のののの中止中止中止中止をををを    

求求求求めるめるめるめる国民集会国民集会国民集会国民集会    （（（（日比谷野外音楽堂日比谷野外音楽堂日比谷野外音楽堂日比谷野外音楽堂））））    

日比谷野外音楽堂は

超満員で、消費税増税へ

の怒りを感じました。 

今こそ「冗談じゃない

税」の出番と、作詞・作曲 

コンビで勝手に送り出し演奏を行いました。 

集会に参加していたうたごえの仲間が途中

で歌に加わってくれたり、メーデー歌集普及を

手伝ってくれて、40 冊以上を普及しました。 

（事務局長 大熊啓） 
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★★★★4444 月月月月 28282828 日日日日    第第第第１１１１回東京回東京回東京回東京のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ青年部青年部青年部青年部うたううたううたううたう会会会会（（（（大久保地域大久保地域大久保地域大久保地域センターセンターセンターセンター））））    

「青年の新しい出会いの場」を目的に、10代

～60代の幅広い年代が集まり、「新版・うた・

うた・うた」を中心に、また「ＮＨＫみんなのうた」

からも、リクエストに応えながら、そして手作り

のカレーを食べながら、歌いかわしました。 

これまでつながってきた人たちに加えて、今

回初参加という人もいました。自己紹介をしながら、今年の全国うたごえ祭典in大阪で行われる青年合

同曲「夢を語るとき」や、平和行進で歌う「一番音頭」なども紹介し、また｢まつり｣や｢歩いて行こう｣「バラ

はあこがれ」を踊りながら歌ったりと、とても充実した交流会になりました。 

（東京のうたごえ青年学生部 部長 岩崎あすか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪♪♪♪ミュージカルミュージカルミュージカルミュージカル““““華麗華麗華麗華麗なるなるなるなる休暇休暇休暇休暇””””をををを観観観観ませんかませんかませんかませんか？？？？ 

今、私一人が何か大きな力に命を奪われたらそれはニュースになるだろう。

でも、大量の人の命が奪われたとしたら、私の名前はその他大勢に混ざって

クローズアップされることはない。1980 年 5 月。韓国・光州では、私のような

一般的な市民や学生が、民主主義を求める戦いの中で、殴られ撃たれ散って

行った。市民の命を奪ったのは政府軍だ。そして事件は詳しく報道されること

もなかった・・・。 

このミュージカルは、命の話でもあります。大切な方と来てください。 

★チケットは東京のうたごえでも扱っています。  （センタープロ・浅野真理） 

夏だ！海だ！温泉だ！ 

全国青年のうたごえ交流会in静岡へ青年を送り出そう！ 
全国の青年たちと歌い・語り・遊び・学び、そして成長する場でもある「全国青年のうたごえ交流会」

が、今年は静岡で開催されます。今から 59 年前のビキニ環礁水爆実験で死の灰を浴びた第五福竜丸

の母港である焼津があり、また東海地震への懸念や真下を活断層が走っている可能性も指摘されてい

る浜岡原発のある静岡県で、現地の「平和運動」「反核運動」について学ぶ時間もあります。 

もちろん、おおさか祭典に向けて青年合同の練習会や、全国各地の青年サークルの発表交流会な

ど、盛りだくさんの中身です。ぜひ団内の若手を、積極的に送り出してください！！ 

２０１３年６月２２日（土）15：00～２３日（日）15：00 

静岡県東伊豆 風に歌う宿 一本のえんぴつ別館「熱川温泉堂」 

うたう会、おおさか祭典青年合同練習会、合唱発表会、平和学習会 

「うたごえ運動論」講座 講師：大熊啓（東京のうたごえ協議会事務局長） 

申込み・問合せは東京のうたごえ協議会まで 
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「歌ってないとさえないが、でっかい声をあ

わせればまるで別人みな男前…」 

私たちは２００８年に結成し、新宿大久保地域

センターを（勝手に）根城に活動しています。 

グリークラブ等の合唱経験者、他のうたごえ

サークルに入っていた（いる）という団員ばかり

ではなく、「うでまくらに入ってから合唱をはじ

めた」という団員もいます。 

「グリー定番曲」、「民謡」、「アニメソング」、

「うたごえの歌」の４本柱を基礎に練習し、今年

は、団主催のうたう会や、地域イベントなどで

も演奏にチャレンジしようと気持ち新たにして

います。さっそく６月１２日（水）、大久保地域セン

ター和室にて、うたう会を開催します。 

平均年齢 35 歳、「出るとこ出てくるお年頃」

ですが、団員拡大の方はなかなか肥えません。 

新宿のうたごえに集まる先輩合唱団の経験

にも学びながら、頑張っていきたいと思います。 

 

★★★★５５５５月月月月３３３３日日日日    憲法集会憲法集会憲法集会憲法集会（（（（日比谷公会堂日比谷公会堂日比谷公会堂日比谷公会堂））））    

開場までの間、メーデー平和歌集を売りながら、

門間ゴスペルファミリーと交代でのパフォーマン

ス。うれしい飛び入りもありました。アコーディオン

を交えた社会派コントで会場を沸かせた「おしどり

マコ・ケン」が吉本興業から給料をもらっていると

いうのが痛快でした。 

送り出しも元気いっぱい、パレードを歌い歩いた後は有楽町ガード下で交流。歌い足りない組は、

すっかり暗くなった東京駅でひとしきりうたごえを響かせました。         （南部合唱団 三浦敦） 

★★★★５５５５月月月月6666日日日日・・・・7777日日日日    国民平和大行進国民平和大行進国民平和大行進国民平和大行進    

江東区夢の島第五福竜丸展示館前で行われ

た2013年国民平和大行進の出発集会。うたごえ

は開会演奏と出発の送り出し、また歌って行進も

参加しました。 

当日は良く晴れていて送り出しの歌にも熱が

入り「あの青い空のように」「歩いて行こう」「青い

空は」「一番音頭」を歌い、踊りました。 

この日の終着点である港区芝公園に近づく

頃、雷と雨の気配があり心配でした。しかし、無事

終了となり各自勝手に喉を潤すコースで盛り上が

りました。       （通産混声コーラス 神喰重夫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

行進２日目も良い天気に恵まれ、平日ながら

200 人が行進に参加しました。昨年も感じたこと

ですが、沿道の反応がとてもよく、手を振ってくれ

たり、少し一緒に歩いてくれる方が多かったです。 

1 日通して風が強く、旗を持つ人は大変だった

と思います。川崎市役所に到着し、行進旗を神奈

川のうたごえへと引き継ぎました。 

（事務局長 大熊啓） 

サークル紹介 

男声合唱団うでまくら 
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2013 年度第 2 回常任員委員会報告 

４月８日(月)、2013 年度第１回東京のうたごえ常任委

員会が 18 人の参加で行われました。この日の議題は、

この間の活動・東京のうたごえ総会のまとめ、今年度会

議計画と運営体制、連帯活動その他でした。 

この間の活動では、関東のうたごえ交流会（4/6・7 埼

玉県秩父）について、東京としての取り組みが弱かった

反省が出されました。※その他は今号の記事を参照。 

東京のうたごえ協議会総会については、多くの発言

があり活発だった一方で、個々の発言時間を短くしなけ

ればならなかったことや、全体の時間が足りなくなった

こと等が教訓として出され、全体の時間のバランスや、

より多くの経験を交流しながら方針を深めるための工

夫を次回に活かしていこうと確認しました。 

今年度の会議日程を検討し、サークル代表者会議を

7/26 日(月)、12/9(月)の２回行い、2014 年度総会は

3/16(日)に行うことを決定しました。運営体制として、

「青年学生部」を新たに設け、組織部や教育部と連携し

ながら、若い世代へのアプローチを計画していきます。 

連帯活動として、ミュージカル「華麗なる休暇」への参

加組織への協力を確認し、4 月～5 月にかけて取り組ま

れる諸集会、東日本合唱、郷土各講習会への参加の呼

びかけがされました。 

５月１３日(月)、第２回常任委員会が15人の参加で行わ

れました。議題は、この間の活動のまとめ、当面の取り組

み、うた新・季刊拡大、組織・事業普及活動について、そ

の他でした。※この間の活動は今号の記事を参照。 

当面の取り組みでは、6/2(日)「原発ゼロを目指す中

央集会」で開幕と送り出し演奏に取り組むことを確認。 

うたごえ新聞拡大に向けて、次回常任委員会をうた

新フォーラム企画として取り組むことを決めました（左記

事参照）。また、5/25・26 に行われる「組織建設全国活

動者会議」への参加呼びかけも行われました。 

 2013 年度総会で方針に掲げた「スクラムコンサート（仮

称）」の開催について、会場が確保できたことが報告さ

れ、企画の具体化に向けて意見を出し合いました。 

 組織活動として、狛江ぞうれっしゃ合唱団（三多摩南

部）が新たに加盟を決意し、常任委員全員の拍手で加盟

を承認しました。連帯活動としては、ミュージカル｢華麗な

る休暇｣への名刺広告の依頼、大江戸どんちゃか

（9/22）から後援の依頼があり、それぞれ承認しました。 

￥事業部より耳寄りなお知らせ￥ 

書籍「グレート・ラブ 関鑑子の生涯」発売！ 

終戦の日に歌った「インターナショナル」、戦後初

のメーデーでの指揮、青共中央コーラス隊から中

央合唱団へ  戦中・戦後の激動の中で「うたご

え」が産声をあげる 前夜から１９７３年メーデー会

場でメーデー歌の指揮の直後に倒れ、人生の幕を

下ろすまで。 

  楽壇を追われながらも自分の道を貫き通した関

鑑子の目指す音楽とは何だったのか。何が彼女を

突き動かしたのか！？ 関鑑子の生き方からあなた

は何を感じ取るでしょうか。 

没４０年の今年、うたごえ

新聞社・三輪純永編集長が

送る渾身の一作！！ 

 

発行 新日本出版社 

四六版・208 頁 

価格 1,600 円（税込） 

 

東京のうたごえ 

うたごえうたごえうたごえうたごえ新聞新聞新聞新聞フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム開催開催開催開催！！！！！！！！    

三輪純永編集著に聞く 

「グレート・ラブ」関鑑子の生涯 

出版秘話 
関鑑子の生涯を取材する

中で見えてきたうたごえ運動

草創期当時の熱、時代の波、

そして「人間・関鑑子」の姿。 

聞けば、うたごえの、日本

の「今」と「これから」を考えず

にはいられない ！！ 

もちろん、うたごえ新聞の取材裏話や、紙面

の魅力もたっぷり聞けて交流できますよ♪ 
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♪おたよりありがとう♪      

今月は、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」NO.132 と、第 12 回定期総会資料、南部

合唱団より「なんぶ」NO.784、東京ナイスミディ合唱団より「東京ナイスミディ合唱団♪」NO231、みなと

合唱団より「ハーモニー」No.297、No.298、合唱団この灯より「合唱団この灯ニュース」No437～No439、

女声コーラス炎より「女声コーラス炎ニュース」No.166 号、東京紫金草合唱団より「紫金草ニュース」第

101 号、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер3、Номер4、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第 68 号

～73 号、歓多里コーラス熊谷さんより「リムジンガンに関する考察」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）  

5 月 21 日（火） 第４３回大塚うたごえ酒場 大塚ラパスホール 

5 月 21 日（火） ありがとう！ＢＯＯＮスタジオのつどい 杉並公会堂グランサロン 

5 月 22 日（水） 第４７回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

5 月 24 日（金） 下町のうたごえ喫茶（足立ピースフラワー） カフェ・クレール 

5 月 25 日（土） ・26 日（日）全国組織活動者会議 静岡県伊豆 

5 月 28 日（火） 北区うたごえ広場 東京土建北支部会館３階 

5 月 28 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

5 月 31 日（金） 絹の道合唱団 みんなの街で音楽会 5 関戸公民館ヴィーターホール 

5 月 31 日（金） ・６月 1 日（土）ミュージカル「華麗なる休暇」東京公演 ティアラこうとう 

6 月 02 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

6 月 02 日（日） 原発ゼロをめざす中央集会 明治公園 

6 月 03 日（月） 東京うた新フォーラム（グレート・ラブ出版記念） 音楽センター地下ホール 

6 月 03 日（月） 第３回常任委員会 音楽センター会議室 

6 月 04 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

6 月 07 日（金） みたかカッコウ２０周年コンサート 武蔵野スイングホール 

6 月 09 日（日） 合唱団北星ミニ音楽会＆みんなでうたおう会 板橋グリーンホール 

6 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 

6 月 12 日（水） 男声合唱団うでまくらうたう会 大久保地域センター和室 

6 月 14 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 

6 月 14 日（金） ～16 日（日）全国合唱指導・指揮者講習会 長野県松本 

6 月 16 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

6 月 22 日（土） ・23 日（日）全国青年のうたごえ交流会 in しずおか 静岡県伊豆 

6 月 23 日（日） みなとぞうれっしゃ合唱団ファミリーコンサート 芝浦港南区民センター 

6 月 23 日（日） 第６６回指揮考座 音楽センター地下ホール 

6 月 25 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

6 月 26 日（水） 第４８回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

6 月 30 日（日） 合唱団しじゅうから演奏会＆うたう会 板橋グリーンホール 


