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秋も深まり、おおさか祭典も指折り数える時期になりました。満席の大阪城ホールで歌い交わしましょう！！

★東京の合唱発表会＆オリジナルコンサート 1200 人の参加で開催（9/28・29）

調布グリーンホール大ホールにて、２日がかりで開

催された東京のうたごえ合唱発表会＆オリジナルコ

ンサートには、のべ８８団体 1200 人が参加しました。

今年は、東部のうたごえ祭典（３面参照）の取り組

みなど、地域全体の参加団体数が増えたこともあり、

昨年よりも多くの団体を全国に送り出すことができ

ました。推薦・準推薦団体は右の表をご参照下さい。

オリジナルコンサートには１６団体が参加し、今年も

また新しい歌が沢山発表されました。今回参加した

中から、多くの団体が全国のオリジナルコンサートに

も参加しますので、お楽しみに！

参加されたみなさん、お疲れ様でした ！！
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全国合唱発表会への推薦団体一覧

※下線が推薦団体、小文字は準推薦団体。

女性の部

女声合唱団くらら（三多摩）

東村山・東大和新婦人コーラス（三多摩）

中央合唱団「記念」女性アンサンブル（新宿）

桑の実コーラス/あじさいコーラス/文京新婦人あしたば

小編成の部 ＯＨ！嬢ず（三多摩）

交流の部

ＯＨ！ジーンズ（三多摩）

働く仲間のハーモニー（三多摩南部）

江東保育のうたごえサークルしろつめくさ（東部）

みなと合唱団（みなと）

板橋退職教職員の会（北部）

職場の部

霞ヶ関男声合唱団（千代田）

国立国会図書館うたう会（千代田）

国鉄東京合唱団（千代田）

足立保母つくしんぼサークル（東部）

のーりん麦の会（千代田）

ぜいむ合唱団/じゃんけんぽん/女声コーラスかりん

一般の部Ａ 中央合唱団（新宿）

うたごえサークル青梅麦笛/合唱団北星

一般の部Ｂ

絹の道合唱団（三多摩）

三多摩青年合唱団（三多摩）

合唱団この灯（東部）

南部合唱団（南部）

調布狛江合唱団（三多摩南部）

合唱団白樺/すみだ☆どんぐり森モリモリーズ

ともしび合唱団/中央合唱団「記念」

全国オリジナルコンサート参加団体

港新婦人コスモスコーラス／合唱団北星

私鉄池袋ターミナル合唱団／合唱団この灯

うたごえサークル青梅麦笛／南部合唱団

東京年金者合唱団／再生の大地合唱団

うたって覚えるロシア語講座ドゥルージバ

フェニックスソングシンガーズ

産別・分野祭典より全国に参加の団体

代々木病院合唱団バンブー（医療）

三多摩教職員合唱団（教育）

私鉄池袋ターミナル合唱団（私鉄）

電通西南コーラス（電通）

東京ナイスミディ合唱団（電通）

電通女声コーラス炎（電通）

NTT 関東病院コール・シャマイクル（電通）

東京郵便合唱団（郵便）

東部保母合同（保育）

調布狛江合唱団青年部（青年）
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仲間たちの歌よ、つどえ！

スクラムコンサートに集まろう！！

東京のうたごえとして、実に久々に取り組む

スクラムコンサート、この間重ねてきた実行委員

会で、中身が深まってきました。様々な闘いや、

願いとスクラムを組むこの音楽会に、ぜひお集

まりください。

10 月 19日（土）17：00～

国立オリンピック記念青少年総合センター

カルチャー棟 小ホールにて参加協力券 500 円

翌日は全国青年大集会へ！

青年のうたごえテントが出ます

10 月 20日（日）明治公園にて

11：00～12：30 分科会・ブース企画

青年のうたごえでテントを出しています。

うたう会やうたごえ学習会を計画中。

13：00～14：30 メイン集会

15：00～

アピールウォーク

青年のうたごえで

送り出し演奏。

その後は

東京の隊列に

    歌って参加。

コンサート企画（案）※最終実行委員会は 10/16

開幕前

★おおさか祭典合同曲「こころひとつに」を

みんなで覚えよう♪

開幕

★いきなり「人間の歌」の大合唱からスタート！

様々な闘い・願いとスクラム

★2020 年東京オリンピック開催決定、その陰で

進む築地移転を歌う「私は築地の女将です」

★土建バンドの仲間たちが職場の誇りを歌う

「俺の目の黒いうちは」

★冤罪事件などと闘う国民救援会が登場！

25 年前の 40 周年祭典で歌った「自由よ！」

★祭典を成功させて郵便と電通のうたごえ

「私たちはポストマン」「今 立ち上がる」

「風よ伝えて」「思いを結ぶ」

★かつての王子製紙の闘いから学ぶ

女声合唱団くらら「主婦の歌」

★出版・印刷のうたごえでスクラム！

秋田書店の報復解雇を許さない闘いと結び

「鳥の歌」「ノー･パサラン」

★保育のうたごえは、おおさか祭典合同曲

「この手でつかみたい」（ダンス）

★創作合宿で自分達の歌を創った

統計オンチコーラス「統計の八重の桜」

社会保険庁の不当解雇を戦う全厚生と

国公のうたごえでスクラム「はな」

★ＩＢＭのロックアウト解雇を支援する

ＪＭＩＵと金属のうたごえ「闘う我ら」

★国鉄のうたごえ「未来をかけて」

私鉄のうたごえ｢輝く朝にスペシャル｣

日航の仲間たち「あの空へ帰ろう」

★国鉄・私鉄・港湾・航空の大合同で

「翼よ高く輝け」

青年のステージ ～フィナーレへ

★民商青年部から消費税反対の訴えと

「冗談じゃない税」

青年のうたごえ新曲「僕のつくる道」

祭典青年合同曲「世界に一つだけの花」

★次はおおさか祭典へのスクラムを誓って

「こころひとつに」の全員合唱でフィナーレ！
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都内 10 地域で合唱発表会が開かれました。 （東部のうたごえ祭典以外は４面）

★東部のうたごえ祭典・合唱発表会（9/1）♪

やれたね！やってよかったね！ １６年ぶり開催 東部のうたごえ祭典

会場の曳舟文化は、センターいっぱい５５０名の参

加者の熱気に溢れていました。例年の「合唱発表会」

の枠を大きく広げ「祭典」にすることは大変だけれ

ど、毎月の実行委員会で温めてきた絆があるから、

「今ならきっとできる」「やってみようよ」と、具体的な

準備に取りかかったのが１年前でした。

企画を考えて始めてみると、東部のサークル・合唱

団が、豊かな財産をにもっていることを再確認。それ

ぞれのコンサートやうたう会、新春がんばろうフェス

タや東部うたう会もみんなで成功させ、弾みにしてきました。

東部のうたごえ指導者懇談会で、歴史や未来を語り合ったことも、とても画期的なことでした。

ひまわり園・花畑共同作業所の仲間達、年金者うたう会の皆さん、地元太鼓サークルや、５年ぶり

のモリモリーずの子どもたち。東部のうたごえの育て親とも言うべき堀喜美代さんのステージ、日本

のうたごえ祭典・おおさかで歌われる曲の合同演奏など「うたごえ６５周年・すべてのいのち輝く明

日へ」のテーマに相応しく充実した企画が固まっていきました。

合唱発表会への出演団体も昨年より５つ増えて、１８団体。「聴いてくれる方に楽しんでもらえ、歌っ

て聴いてのバランスがとれたものに」と、祭典企画の間に各団体４分の合唱発表を織り込み構成す

る４時間のプログラムが組まれ、合同練習会も設定されていきました。

みんなで顔を合わせて練習を重ねることで、「より多くの人に聴いてもらいたい」「会場一杯のお

客さんを」という想いも高まっていきました。

このままじゃ大変 ！！ しかしみんなで励まし合って…

しかしチケット普及は、７月の会議の段階でチケットを

サークルのメンバーで分け合ったばかり…。「このままで

は大変！ 集約体制をつくって普及を進めよう」と意思統

一、励まし合って最終的には、目標を大きく上回り、会場

いっぱいの参加者を迎えることができました。

「堀先生のうたと語りに感動、東部の歴史を感じた」

「作業所で働きながら歌っているのがすごいと思いまし

た。がんばって下さい」「あなたが話していた『うたごえの素晴らしさ』が深く実感できた」「たくさん

のサークルがあってそれぞれ活動なさっているのですね。合唱発表がとても良かったです」等々温か

な感想が寄せられています。

みんなで力を合わせてやり遂げた１６年ぶりの祭典は、一回り多くの方々と「うたごえの素晴らし

さ」を分かち合うものとなったと思います。東部のうたごえの底力を発揮させ、絆を一層深めたと思

います。この祭典でそれぞれ感じたことをこれからの活動の糧として、みんなで元気に新たな一歩

を踏み出していきましょう。そして、お互いに英気を蓄え合って、遠くない将来にまた祭典ができれば

素敵だなと思います。                                 （東部のうたごえ事務局 佐宗弘雄）
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♪ 奮闘！ うた新広め隊！！

今年は各地の合唱発表会で

「うた新・加盟拡大デスク」を設け

て、おおさか祭典参加も合わせて

訴えました。写真は、千代田合唱

交流会（9/5）。

♪ みなと合唱交流会 9/8（日）

９月８日（日）港南区民センターで当初予定の５団

体が出演して日頃の練習の成果を交流。

飛び入りで、「うた新弘め隊」も参加。うた新片手

に、季刊日本のうたごえ１６１号収載の「うた新ひろめ

たいの歌」（「大きなうた」の替え歌）を演奏しました。

♪ 新宿の合唱発表交流会 8/31(土)

「新宿の合唱発表会は 12 団体が参加。参加団体

の入れ替わりもありなかなか団体増とならないの

が残念。今年はともしびの器楽・アコ講座の方々の

友情出演や講評委員を 4 名に増やすなど、内容は

年々充実化出来ています。

（男声合唱団うでまくら山田秀樹）

♪ 中央区合唱発表会 9/6(金)   

中央区のうたごえはここ数年 5 団体以上は増え

ずに悩んでいる状況です。

相当昔、何年前かわかりませんが中央区音楽祭

を盛大に開けたことなどを中央区労協の事務局長

から聞いて写真も見せてもらったこともあります。

今そのようなことは出来ないことはわかっていま

すが、やはり 5 団体はさびしいです。続けていくこと

が大事かとも思っています。（郵便合唱団中澤俊之）

♪ 南部フェスティバル 9/16(月祝)  

台風 18 号直撃、開催が危ぶれる中、皆さんズブ

濡れになりながらの集合。

初参加の JAL 原告団「フェニックス」をはじめ 10

団体、320 名の参加で成功。南部恒例の打ち上げ、

50 名の参加盛り上がりました!!（三楽 高瀬久仁子）

♪その他、西部地域合唱発表交流会（7/27）、三多摩

の合唱発表交流会（9/1）北部のうたごえフェスティ

バル（9/6）が開催されました。

今年は 10 地区合わせて 158 団体、のべ 2130 人

が地域合唱発表会に参加しました。（ゲスト等含む）

♪ 三多摩南部うたごえフェスティバル 9/7(土)  

今回、初めて会場を狛江に移して、狛江市西河原

公民館で開催しました。会場のイスが足りなくなり、

ゴザや舞台の箱馬を運んできて座ってもらう事に

（あくまでイスが足りなかっただけで、定員オーバー

ではありません。念のため。）。

初参加の団体も 1 団体加わり、幕間ではうたごえ

新聞を題材にした寸劇を披露するなど、バラエティー

に富んだ発表会になりました。後半はお酒も交えて

の「大交流会」、郷土サークルに踊りを教えてもらう

などの時間も設けて交流を深めました。（大熊 啓）
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★2013 郵便のうたごえ祭典 in 東京開催     

9 月 14 日、中央区月島社会教育会館で開催された郵

便のうたごえ祭典は、240 名を超える方々が参加され、プ

ログラムがなくなる程でした。

第一部の「合唱創作発表会」は15団体が参加。第二部

「音楽会」は、東京のうたごえ合同の感動的な演奏で開

幕。また、新井さんのアコーディオン演奏、ヤローズとエーデ

ルワイスの友情出演も会場を盛り上げていただきました。

メイン企画・合唱構成『人間らしく働きたい！』は、職場の

実態を表現しました。 忙しい中、会場にお越しいただいた

皆さんに、厚く御礼申し上げます。

（郵便のうたごえ祭典事務局長 堀江和雄）

第６回・第７回常任委員会報告

９月２日、第６回東京のうたごえ常任委員会が１６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、東京のうたごえ合唱発表会、スクラ

ムコンサートに向けて、うた新拡大について、おおさ

か祭典に向けて、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。

この間の報告は、東部のうたごえ祭典始め、各地

域の合唱発表会、日本母親大会の演奏などでした。

東京のうたごえ合唱発表会に向けては講評委員

や、当日体制の確認。スクラムコンサートについては、

企画の進捗報告を受け、チラシ、チケットの普及につ

いて論議しました。うた新・季刊の拡大では、合発で

拡大デスクを設置した東部、新宿、三多摩の報告と、

東京の合唱発表会に向かう体制を確認しました。

おおさか祭典については、賛同金がようやく目標

を達成しひと段落。青年のうたごえネットワーク作り

に向けて、再度練習会の周知と参加呼びかけが訴

えられました。今後の取り組みとして、郵便祭典での

歓迎演奏の体制確認などがされました。

１０月７日、第７回東京のうたごえ常任委員会が１６

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、東京のうたごえ合唱発表会の総

括、おおさか祭典に向けて、スクラムコンサート、サー

クル代表者会議に向けて、うた新・季刊拡大につい

て、今後の取り組み・連帯活動その他でした。

この間の報告は、各地域合唱発表会と郵便祭典。

東京の合唱発表会の総括は、当日の運営につい

ての反省と、次年度の会場候補を出し合いました。

今年88団体と言う規模になったことを受けて、推薦

の方法も再検討が必要という意見が出ています。

おおさか祭典に向けて、合同合唱への登録を早急

に進めること、65 周年委嘱作品練習会を成功させ

ることを確認。スクラムコンサートに向けては、企画と

組織の周知徹底が呼びかけられています。

うた新拡大は、合唱発表会で調査したうた新購読

率のデータを参考に、取り組んでいきます。サークル

代表者会議については、議題の整理と、会場候補を

出し合い、今後の取り組みとして、がんばろうフェス

タの準備、2014 年度総会会場などが話されました。

★日本母親大会にうたごえが響きました。

８月２４日全体会（幕張メッセ）で、組曲「燃える川」の冒頭

の歌ではじまり、「ぼくおそとで遊びたいな」の歌で終わっ

た東京の闘いの報告。合唱団この灯を中心に歌いました。

翌２５日、分科会ビッグてい談（日比谷公会堂）のお昼休み

終了後、中央新婦人コーラス・エーデルワイスの方を中心

に「私は築地のおかみです」の演奏、そして「青い空は」な

ど２０分間歌い交わしました。
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うたごえ 70 周年を展望する！！ 第２回サークル代表者会議のお知らせ

日本のうたごえ祭典・おおさかを終えれば、来年

は東日本大震災の被災地・宮城での祭典。２０１４年は

ビキニ水爆実験から６０年の節目であり、翌年２０１５年

にはＮＰＴ（核不拡散条約）再検討会議も…。

おおさか祭典、スクラムコンサートを振り返り、2014

年を展望するサークル代表者会議にぜひご参加を！！

東部のうたごえ祭典の取り組みに学ぶため、会場

は思い切って東部地域の足立です。

11 月 30日（土）13：00～17：00
足立教育会館 3 階会議室にて（右地図参照）

♪おたよりありがとう♪

今月は、わりかんうたう会より「わりかん歌う会」No.292 号、電通女声コーラス炎より「女声コーラス炎ニュース」

No.171号、南部合唱団より「なんぶ」No.789、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第83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」No235、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」No.138、みなと

合唱団より「ハーモニー」No.303、合唱団この灯より「合唱団この灯ニュース」No445・446、調布狛江合唱団より

「調狛新聞ニュース」、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер9 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。

♪今後の予定 （みなさんのサークル・団体の予定をお知らせください）

10 月 16 日（水） 第４回スクラムコンサート実行委員会 音楽センター会議室

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

10 月 20 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里

10 月 22 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール

10 月 23 日（水） 第５３回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場

10 月 26 日（土） 合唱団白樺第５８回定期演奏会 府中の森芸術劇場どりーむホール

10 月 27 日（日） 第２９回みんなとピースサンデー 高輪区民センターホール

11 月 02 日（土） ～４（月）日本のうたごえ 65 周年祭典 in おおさか 大阪城ホールほか

11 月 03 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里

11 月 05 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール

11 月 11 日（月） 第８回常任委員会 音楽センター会議室

11 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

11 月 17 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里

11 月 23 日（土） 女声コーラス炎 第 9 回ほのぼのコンサート ティアラこうとう小ホール

11 月 26 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール

11 月 27 日（水） 第５４回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場

11 月 30 日（土） 第２回サークル代表者会議 足立教育会館

新宿より 45 分程度。

東武スカイツリーライン

「西新井」駅より徒歩 5 分


