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ジメジメした梅雨ももうすぐ終わり？ 暑い熱い夏が近づいてきますね～。元気に歌って夏バテ知らずで行こう ！！ 

 

つながる・つなげる・つなぎあう  １０月１９日（土） 開会時間未定 

スクラムコンサート開催決定！！ 

オリンピック記念国立青少年総合センター 小ホールにて 

今、全労働者の４割が派遣・非正規といわれる時代。

「働くものの権利を守れ」「若者にまともな仕事を」の声を

スクラムコンサートに結集しましょう ！ 

ＪＡＬ不当解雇撤回闘争、大阪思想調査裁判などの闘

いとも結びながら、翌日10月20日（日）明治公園で開催

される全国青年大集会へとつなげましょう ！ 

詳しい中身は、サークル代表者会議でも論議します♪
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★★★★６６６６月月月月２２２２日日日日    「「「「原発原発原発原発ゼロをめゼロをめゼロをめゼロをめざすざすざすざす中央集会中央集会中央集会中央集会」」」」    明治公園明治公園明治公園明治公園    

曇りの天気予報でしたが、昼前から雲一つない青

空に。東京のうたごえは音楽センターのブースでうた

ごえパフォーマンス。今年のメーデー・平和歌集を活用

して、「あの青い空のように」「原発下請労働者」「花は

咲く」など反原発集会にふさわしい曲を演奏。特に、

「あの青い～」では、５番まで普通に歌った後に、「原

発・なくそう～」「再稼働・許すな～」「国会を・取り巻こ

う～」といった替え歌をプラス。「心つなごう」は、三楽

の女性がフラダンスを添えました。ブース前には、手拍

子をとるひと、一緒に歌う人、カメラを構えた人などが

輪になって賑やかな一角を作りました。 

13時からの集会前には、50人の仲間がステージへ。ここには、広

島、福井、長野、福島からの参加者も登壇して、一緒に集会を盛り上

げました。2 時からの送り出し演奏は 1 時間半の長丁場。いつもな

らパレードの最後尾につくのですが、4 時からの国会包囲に間にあ

わないので、地下鉄で国会前に移動しました。 

 （東京のうたごえ事務局次長 斉藤一正） 
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★６月３日 うたごえ新聞フォーラム              

「三輪編集長に聞くグレート・ラブ 関鑑子の生涯 出版秘話」

と題して、6 月 3 日うた新フォーラムを音楽センター会館地下ホ

ールで開催し 35 名が参加しました。 

当日は、開会前に関さんの 20 代前半頃の歌声を聞いたり、

会場に関さんの等身大パネルも登場。関鑑子さんに見守られ

た？うた新フォーラムとなりました。 

「グレートラブ」著者の三輪編集長からは、どんな思いでこの

本を書いていったかということや、本には書かれていないエピソ 

ード、本の出版に際してあった出版社とのバトルのお話などをお伺いしました。 

また、うたごえ新聞については、みなさんの活動のエネルギー源をうた新の中に見つけ、活用してほしい

とお話がありました。 

関鑑子さんを通してうたごえの歴史（うたごえの前史まで）が伝わる「グレート・ラブ」と、そして今のうたご

え運動を活き活きと伝えるうたごえ新聞を、より広げていくための力となったうた新フォーラムでした。 

（東京のうたごえ事務局次長 井沢志歩） 

★６月９日 合唱団北星ミニ音楽会＆みんなでうたおう会  

東日本大震災被災地支援として、今年で３回目となる

ミニ音楽会＆みんなでうたおう会が、板橋グリーンホール

にて、会場いっぱいのお客さんを迎えて開かれました。 

ゲストに気仙沼「八葉水産」代表の清水敏也さんから現

地の復興の様子などを、スライドを映して報告して頂きま

した。 

第一部は開幕演奏「故郷」「牧場の朝」震災支援オリジ

ナル「心つなぐ歌」「私たちの仕事」被災地からの報告を

挟んで、池袋ターミナルの「山間の道」の友情出演。 

東北の自然に想いをはせてリンゴの花咲く頃・おおカリーナの花が咲く・すずらん・団の持ち歌「山」で締

めくくり、2部はあじさい・かたつむり・板退教の友情出演、みんなうたう会のあと東北民謡「斉太郎節」「会

津磐梯山」「ふるさとは今もかわらず」でフィナーレ、「みんなが笑う日まで」を全員合唱し、東北色に染まっ

た音楽会は参加者の笑顔が溢れる中で幕を閉じました。                 （合唱団北星 奥山峯夫） 

  

★６月 12 日 うでまくらうたう会  

大久保地域センターで開催した、今年度第一回目のうたう会は、

団員あわせて 15 人と、決して多くない参加でしたが、新宿のうたご

えで共に活動する統計オンチの方、原水協や全視協青年部の青

年、都庁職労組の方、にんたま合唱部など幅広い方々が参加し、う

でまくらの存在を知ってもらうことができました。反省はいろいろあ

りますが、新宿地域での団員拡大の場としての第一歩は、少なから

ず踏め出せたのではないかと思います。（男声合唱団うでまくら） 

東京指揮考座 

次回は７月 28 日（日）17：00～ 

指揮受講 3,000 円 

見学・歌い手 1,000 円 

祭典合同曲や、65 周年記念委嘱

作品にも取り組んでいます♪ 

講師：渡辺享則さん（長野合唱団） 
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合唱団ＴＯＳＥＩは、現在十数名の団員で活動して

いますが、昨年１２月団創立５０周年音楽会を東部地

域を中心とした仲間の協力を得て、成功させること

ができました。音楽会で採り上げた東部青年合唱

団時代のミュージカル「ほうりだされてなるもん

か」、合唱組曲「燃える川」のメッセージが今も多く

の人の心に響く手応えを得て、団の歴史の重みを

感じています。今現在の目標は、９月１日（日）に１６年

ぶりとなる「東部のうたごえ祭典」を成功させ、６５

周年日本のうたごえ祭典・大阪に多くの仲間と歌

って参加することです。月一回の公開練習を行うな

ど、２つの祭典を成功させる牽引車となれるよう東

部のうたごえの仲間と連帯して頑張ります。 

（合唱団ＴＯＳＥＩ 団長 佐宗弘雄） 

平和行進が東京にやってきます 

5 月 6 日に北海道・礼文島を出発した国民平和

大行進の北海道→東京コースが 7 月、東京へと入

ってきます。出発の時期と違って夏の暑い盛り、行

進を励ますのはなんと言ってもうたごえです。 

ぜひ一つでも多くのコースに平和のうたごえを

響かせましょう ！！ 

7/18（木） （山梨県より引継ぎ）檜原村、奥多摩町 

7/19（金） あきる野市、日の出町、青梅市、八王子市 

日野市 

7/20（土） 日の出町、あきる野市、瑞穂町、青梅市 

羽村市、福生市、昭島市、立川市、府中市、 

調布市、狛江市、多摩市 

7/22（月） 立川市、東村山市、東大和市、、国立市 

国分寺市、小金井市、稲城市 

7/23（火） 清瀬市、東久留米市、小平市、西東京市 

武蔵野市、三鷹市 

（埼玉県より引継ぎ）板橋区、北区 

（千葉県より引継ぎ）江戸川区 

7/24（水） 杉並区、中野区、新宿区、北区、豊島区、 

   葛飾区 

7/25（木） 新宿区、豊島区、文京区、足立区、墨田区、 

   荒川区、台東区（上野公園到着） 

 

サークル紹介 

合唱団 TOSEI 

￥事業部より耳寄りなお知らせ￥ 

■■■■CDCDCDCD「「「「BalalaiQuartetBalalaiQuartetBalalaiQuartetBalalaiQuartet    ばららいかるてっとばららいかるてっとばららいかるてっとばららいかるてっと」」」」6666 月月月月 20202020 日発売日発売日発売日発売（（（（2,5002,5002,5002,500 円円円円））））    

前代未聞の 4 人組 民族楽器の常識を覆す新たな挑戦! 日本のバラライカ・アンサンブルを聴くならま

ずこのアルバム!!  

ロシアのバラライカという民族楽器を、BalalaiQuartet が楽しく、美しく、情熱的に演出。普段バラライカ

では演奏されない曲も、この 4 人にかかればすばらしいアレンジで生まれ変わります。 このアルバムには、 

オリジナル曲に加え、ロシア民謡、クラシック、ジャズ、ポップスを新たにアレ

ンジして収録。バラライカを知らないという人も楽しめるアルバムです。 

■収録曲 

おぉ、白樺／牧神のワルツ／碧い湖を見つめて／カリンカ／ノクターン／ 

グロテスクと瞑想／Close to you／追懐／日陰のまち／iMAя（イマヤ）／ 

ESCUALO／Oblivion／禿山の一夜 

北川翔（バラライカ）  大田智美（アコーディオン）  

  廣瀬謙（コントラバスバラライカ）  岡山晃久（パーカッション） 
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サークル代表者会議にご参加下さい。 

  サークル運営の悩み、練習やうたう会の工夫などを交流し、学びあいましょう♪ 

地域合唱発表会の取り組みや、スクラムコンサート、がんばろうフェスタ、おおさか祭典やうたごえ新

聞の拡大などについても、論議をしたいと思います。 

７月２９日（月）１９：００～ 音楽センター地下ホールにて 

 

♪おたよりありがとう♪      

今月は、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер5、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第７４号～76 号、

南部合唱団より「なんぶ」No.785、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」No,134、電通女

声コーラス炎より「女声コーラス炎ニュース」No.167 号、みなと合唱団より「ハーモニー」NO.299、合唱団

この灯より「合唱団この灯ニュース」No441、東京紫金草合唱団より「紫金草ニュース」第102号、わりか

んうたう会より「わりかん」No291 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）  

7 月 01 日（月） 第４回常任委員会 音楽センター会議室 

7 月 02 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

7 月 07 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

7 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 

7 月 12 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 

7 月 15 日（月） 第２１回狛江うたごえステーション 焼鳥「ミートステーション」 

7 月 16 日（火） 第２回青年学生部会 東京のうたごえ協議会事務所 

7 月 17 日（水） 第４回事務局会議 東京のうたごえ協議会事務所 

7 月 19 日（金） 関東ブロック会議 音楽センター会議室 

7 月 20 日（土） 杉並ぞうれっしゃチャリティーコンサート セシオン杉並ホール 

7 月 21 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

7 月 23 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

7 月 24 日（水） 第４９回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

7 月 25 日（木） 国民平和大行進 北海道～東京コース集結集会 上野公園 

7 月 27 日（土） 西部のうたごえ合唱発表会 杉並勤労福祉会館 

7 月 28 日（日） 原田義雄コンサート～夢を語るとき～ 竹ノ塚地域学習センター４Ｆホール 

7 月 28 日（日） 第６７回指揮考座 音楽センター地下ホール 

7 月 29 日（月） 第１回サークル代表者会議 音楽センター地下ホール 

8 月 04 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

8 月 05 日（月） 第５回常任委員会 音楽センター会議室 

8 月 06 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

8 月 11 日（日） 関東・福島 憲法フォークジャンボリー 東海文化センター 

 


