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 日中はまだまだ暑いけれど、夜になると虫の声が聞こえて来るのに、少しだけ秋を感じる頃となりました。 各地

区合唱発表会、 そして 9 月 28、29 日には都合唱発表会、11 月 2 日～４日は日本のうたごえ祭典・おおさか・・・、

うたごえの秋に突入ですね。☆先月号で都合唱発表会の日付を間違えご迷惑をおかけしました。 
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★サークル代表者会議  （7/29 音楽センター地下ホール） 

7 月 29 日に行われた第１回東京のうたごえサークル代表者会議には、１９団体から２７人が参加しました。 

■地域祭典に取り組むなかで培われた横のつながり、地域に生える根っこ 

１６年ぶりの開催となる東部のうたごえ祭典の取り組みでは｢若い人たちが活躍する祭典にしたい｣「それ

ぞれ演奏活動が活発な中で、一緒に集まって作るのは大変だが、お互い元気になれる祭典を」といった論

議の経過や、若い人の活躍と同時に運動を創ってきた先輩の姿をと、堀喜美代さんのステージを企画した

こと、合唱発表会も同時に行うことへの苦労や工夫が語られました。東部の運動を引っ張っている大きな

力の一つが「東部のうたごえ実行委員会ニュース」。毎月発行し、サークル人数分印刷していて、全会員が

東部の予定を共有できるようになっています。 

毎年開催を続けている足立のうたごえ祭典からは、絶えず地域に目を配り、地域に根を張って年間の

様々な取り組みと結んで祭典につながっている様子が報告されました。 

同じく毎年開催のみなとピースサンデーは、地元九条の会や労音など団体や個人で実行委員会を形成

していて、これが地域協議会的な役割も果たしているそうです。そして東京で祭典を開催する郵便のうた

ごえからは、企画の紹介とともに、東京のうたごえでの歓迎演奏へ参加が呼びかけられました。 

■さらに外に広げよう！ 合唱発表会、うた新、加盟の輪 

１０地域で取り組まれている地域合唱発表会の取り組みに関しては、「参加団体が少なくなっている」「団

体数はいても中身が金太郎飴みたいで広がりがない」といった赤裸々な悩みが出されたり、「ずっと地域

に出ているが都合発へ推薦されない団体を、交流推薦で送り出したい」というような工夫も話されました。 

合唱発表会の取り組みに絡めて、うたごえ新聞拡大・協議会加盟拡大についても論議されました。この

日すでに合唱発表会を終えている西部地域からは、「この間、少しずつ増えてきた団員にうた新の話もして

いたがなかなかＯＫがもらえず、自分達の記事が載るのが一番、とうたう会などの記事を書いて載せても

らい『身近な新聞なんだよ』と訴えて２人増えました」という、とても教訓的な報告がされました。 

■次回はもっと沢山のサークルで、もっと沢山の話をしよう！ 

その他、１０月１９日に予定しているスクラムコンサートについての企画進捗や、おおさか祭典についても議

題になりましたが、時間が足りず充分な論議は出来ませんでした。 

また、参加者からは「サークル代表者会議と銘打っているのに参加者が少なすぎる、協議会への結集が弱

まっているのではないか？」という意見も出されました。常任委員会では、参加呼びかけを今後さらに積極

的に行うと同時に、平日夜という限られた時間ではどうしても論議・交流しきれないことから、次回サーク

ル代表者会議の日程を、１１月３０日（土）とし、一定余裕のある時間でたっぷりと論議する条件を整えること

を決定しました。（開催時間、場所などは後日詳細） 

会議の中では、8/24 に母親大会で演奏予定の「僕、お外で遊びたいな」の歌唱指導も行われました。 
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★都内各地の平和行進でうたごえが響きました♪ 大熊事務局長平和行進日誌 

  ７月 20 日、山梨から東京に入ってきた国民平和大行進、東京のうたごえ

から、事務局の大熊・井澤が奥多摩コースへ参加。東京と言いつつ歩けど

歩けど森の中、まるでピクニックのような行進ですが、まばらにある民家か

ら外に出て手を振ってくれる人も多く、さわやかな行進となりました。 

この日は東京平和委員会の企画する「翌日御嶽から青梅まで歩くため

のお泊り」に参加。平和談義にも花を咲かせながら夜は更けて行きました。 

翌日は御嶽駅からのスタート。見てくださいこの絶景！（右写真） スタート

前には参加者と一緒に「青い空は」を歌い交わしました。 

青梅に近づくにつれて森を抜け、陽射しも強く、暑く熱くなってきます。こ

んな時こそうたごえの出番、負けじと「歩いて行こう」などを歌いながら行

進。休憩地点では「歌があったおかげでここまで歩いてこれたよ～」との声

もいただき、逆にこちらも元気に！ 無事青梅市役所まで歩きとおしました。 

翌 20 日は、事務局大熊が調布狛江合唱団の仲間とともに、

府中→調布→狛江コースに参加。今回は、高校生の新入団員も

参加して、若さが輝く行進となりました。調布からは東京土建調

布支部のメンバーが元気（過ぎる？）マイクパフォーマンスで沿

道を巻き込みながらの行進、調狛は行進の先頭で横断幕を持

って歩きました。調布での小集会でも歌を交えながら。行進コー

スの途中で自転車屋さんを営む音楽仲間がフルートでお出迎

えなど、音楽溢れる行進となりました。 

同日、今度は多摩市に足を伸ばして、多摩の網の目行進に参加。 

出発集会では多摩市から原水爆禁止世界大会に参加する代表の紹介がされ、

出発までは「ミニうたう会」、「歩いて行こう」「青い空は」「折り鶴」などを歌唱指

導して、その後は宣伝カーにも乗り込み、アナウンスやコールの合間にうたごえを

響かせました。 

週をまたいで 23 日は、再び事務局井沢とともに武蔵野市から三鷹市

までの行進に参加・・・ところが出発間もない吉祥寺駅近辺でゲリラ豪

雨に遭遇！！ 服もギターもたちまちずぶ濡れに。心が折れそうになってい

る行進者に、「雨・雨・風・風・吹き荒れてみろ～♪」と「嵐」を歌って休

憩地点まで励まし続けました。しかしさすがにその後は行進参加を

断念。１日挟んで 25 日、新宿区役所から上野公園までを歩き、平

和行進集結地点まで歌い続けました（うた新もご参照下さい） 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
★７月24日、北区でも平和行進にうたごえ♪ 

今年は、うたごえのメンバー３人がアナウンス。出発から途中までご

高齢の方が多く参加しているので、従来通りのピースコールを。給水所

での休憩後は「イイネコール」「ならぬものはならぬコール」「ラッセラーの

リズムでコール」も取り入れ、時々「従来型ピースコール」も。青森県出身

の方がラッセラーのリズムに合わせて跳人（ハネト）のステップ（？）で歩き

盛り上がりました。（北区新婦人コーラス ローズウェーブ 大橋真理子） 
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池辺晋一郎さんの指揮で歌う 

うたごえ６５周年記念委嘱作品 

練習会に集まりましょう♪ 

日本のうたごえ祭典・おおさか（11/2～4）が、少

しずつ近づいてまいりました。11 月 2 日の大音楽会

（大阪城ホール）で歌われる、65 周年記念委嘱作品

は、今祭典の目玉のひとつです。 

池辺晋一郎さんが指揮を振るこのステージを成

功させるため、東京でも 3 回の練習会が行われま

す。その内 1 回は、池辺晋一郎さんを招いての練習

です。委嘱作品を歌う合同合唱団に参加しない人

も、大人数の合唱で、池辺さんの指揮で学ぶこの機

会にぜひ足をお運びください。 

■練習日程 

9 月 9 日(月)18：30～音楽センター地下ホール 

 指導：服部安宏さん（中央合唱団） 

9 月 30 日（月）18：30～音楽センター地下ホール 

 指導：杉森俊幸さん（三多摩青年合唱団） 

10 月 8 日（火）18：30～北区赤羽会館 

 ☆池辺晋一郎さん指導の練習日です。 

■練習曲（65 周年記念委嘱作品） 

「聴く力」（茨木のり子・詞/外山雄三・曲） 

「私の育てた稲」（中野鈴子・詞/池辺晋一郎・曲） 

「風を返して 土を返して」（和合亮一・詞/新見徳英・曲） 

★練習参加費は無料です 

第５回常任委員会報告 

８月５日、第５回東京のうたごえ協議会常任委

員会が１５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、サークル代表者会

議の総括、スクラムコンサートに向けて、うた新・

季刊拡大について、おおさか祭典に向けて、合唱

発表会について、青年のうたごえについて、今後

の取り組み・連帯活動その他でした。 

 この間の活動については、他の議題と絡む事項

が多かったので、それぞれの議題の中で報告が

行われました。サークル代表者会議の総括は、今

号１面で紹介されているものの他に、「サークルに

とって一番関心がある議題は何か」という事につ

いても論議がされています。 

 スクラムコンサートについては、企画の進捗報告

とともに、実行委員参加団体をさらに増やしてい

こう、職場以外の地域サークルなどにも関心を持

ってもらえるように取り組もうということが確認

されました。 

 うた新・季刊の拡大では、西部合発で取り組ん

だでうた新・加盟拡大デスクの経験が報告され

たほか、うた新拡大プロジェクトＩで出されたアイ

デアなども今後の地区合発で生かしていきます。 

 おおさか祭典では、取り組みが遅れていた賛同

金の早期達成（9/2 に超過達成）と、65 周年記念

委嘱作品の練習会を成功させるための呼びかけ

が行われました。 

 合唱発表会に向けては、地区合唱発表会の講

評委員派遣の分担と、都合唱発表会の講評委員

の候補などを出し合いました。 

 青年のうたごえのネットワーク作りについて、担

当の岩崎さんより各サークルの青年・若手団員へ

のお手紙が配られ、おおさか祭典に向けた青年

練習会などへの参加が強く呼びかけられました。

今後の取り組みとして、がんばろうフェスタの会

場確保、日本母親大会でのうたごえの演奏につ

いて、郵便祭典への取り組みなどが論議されまし

た。 

 また、常任委員の山田秀樹さんが都合により、

年度中ではありますが退任されることが報告さ

れました。 

♪東京オリジナルコンサートにご参加を！ 

東京のうたごえでは、それぞれのサークル合唱団

の活動の中で生まれた新しい創作曲を交流するた

めのオリジナルコンサートを毎年開催してきました。

今年も、9/29（日）の合唱発表会と同日程で開催い

たします。作詞家・作曲家の方複数人に講評委員を

務めていただき、講評や作詞・作曲・アレンジのアド

バイスなどもしていただけます。 

演奏は合唱団でも、ソロでもＯＫ！

「創作曲」の基準など、詳しいこと

はお問合せを。 

ぜひ積極的にご参加ください。 

エントリーをお待ちしております♪ 
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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.136・137、電通女声コーラス炎より「女声コーラ

ス炎ニュース」No.169 号・170 号、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第 80 号・81 号、みなと合唱団より「ハー

モニー」NO.301・302、南部合唱団より「なんぶ」No.787・788、合唱団この灯より「合唱団この灯ニュース」

No442・443、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер8、東部のうたごえ実行委員会より「東部のうたごえだより」

27～36、調布狛江合唱団より「調狛新聞ニュース」、歓多里コーラスより「熊谷東男のブラリ旅（台北）」をいただき

ました。 シニア合唱団は創作曲の楽譜も入っていました。ぜひオリジナルコンサートへも参加して欲しいです。また、

みなと合唱団「ハーモニー」には、「憲法 1 条～8 条を削除して 9 条を 1 条に！」というユニークな話題も。 

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）  

9 月 05 日（木） 千代田区合唱発表会 板橋文化会館小ホール 

9 月 06 日（金） 中央区のうたごえ合唱発表会 築地社会教育会館 

9 月 06 日（金） 北部のうたごえフェスティバル 成増アクトホール 

9 月 07 日（土） 三多摩南部うたごえフェスティバル 狛江市西河原公民館ホール 

9 月 08 日（日） みなとのうたごえ合唱発表会 港南区民センター 

9 月 09 日（月） 65 周年記念委嘱作品練習会 音楽センター地下ホール 

9 月 10 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

9 月 10 日（火） 第４回青年学生部会 東京のうたごえ協議会事務所 

9 月 11 日（水） 第３回スクラムコンサート実行委員会 東京のうたごえ協議会事務所 

9 月 14 日（土） 郵便のうたごえ祭典 in 東京 月島社会教育会館 4F ホール 

9 月 15 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

9 月 16 日（月） 南部音楽フェスティバル 大田区民ホール 

9 月 17 日（火） 東京うたごえ新聞拡大会議  

9 月 17 日（火） 東京のうたごえ合唱発表会出演代表者会議 音楽センター地下ホール 

9 月 18 日（水） 第６回事務局会議 東京のうたごえ協議会事務所 

9 月 22 日（日） 大江戸どんちゃか 上野公園水上音楽堂 

9 月 24 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

9 月 25 日（水） 第５２回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

9 月 28 日（土） 東京のうたごえ合唱発表会＆オリジナルコンサート 調布グリーンホール大ホール 

9 月 29 日（日） 東京のうたごえ合唱発表会＆オリジナルコンサート 調布グリーンホール大ホール 

9 月 30 日（月） 65 周年記念委嘱作品練習会 音楽センター地下ホール 

10 月 01 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

10 月 06 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

10 月 06 日（日） 第２回女性のうたごえ合同練習会 港区男女平等参画センターリーブラ 

10 月 07 日（月） 第７回常任委員会 音楽センター会議室 

10 月 08 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

10 月 08 日（火） 65 周年記念委嘱作品練習会 赤羽会館 

10 月 19 日（土） スクラムコンサート 代々木オリンピックセンター小ホール 

10 月 20 日（日） 全国青年大集会 明治公園 


