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 うたごえ 65 周年であるこの 2013 年の年末を、うたごえ新聞・季刊日本のうたごえ読者を思い切って増やし、

65 周年記念出版「うたごえは生きる力」を大々的に普及しましょう。 
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★10 月 19 日 スクラムコンサート 

熱い連帯の舞台  幅広くスクラム組んだ 

 すべての働く仲間の心通わすうたごえを響かせあおうと企画されたスクラムコンサートは、10 月 19

日オリンピックセンター小ホールにおよそ 240 名の参加で、熱い連帯の舞台が創りだされました。 

6 月に準備を始めたときは単に職場サークルの競演のよう

なイメージからの出発だったと思いますが、終わってみれば

不当解雇と闘うＪＡＬの原告団をはじめ、秋田書店、社保庁やＩ

ＢＭのロックアウト解雇など現在進行中の闘い、さらに冤罪事

件などと闘う国民救援会の取組み、築地市場移転反対の闘

いなどが織り交ぜられ、幅広くスクラムを組み合う集いにな

りました。また、その中でさまざまな職場のうたごえサークル

によって働く誇りと喜びも歌い上げられました。  

 

コンサートの終盤は翌日の青年大集会を控えた若者たち

のステージが、高齢化が進む職場のうたごえに元気いっぱ

い風を吹き込んでくれました。 
 日常的に連携した取組みのできていない職場のうたごえ

ですが、これを契機に連携を強め連帯しあえる活動を作り上

げて行ければと思います。  

平井克己（職場のうたごえ東京連絡会） 
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★★★★９９９９月月月月 28282828 日日日日・・・・29292929 日開催日開催日開催日開催    東京東京東京東京のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ合唱発表会総評合唱発表会総評合唱発表会総評合唱発表会総評            

東京の合唱発表会は、合唱発表会72団体とオリジナルコンサート16団体、計88団体、約1200

人の参加でした。新加盟団体は増えてはいますが、まだまだ全参加者の三分の一以上が未加盟と

いうことで、それぞれの地域で、さらに加盟の訴えを広げていきましょう。 

当日の運営については、比較的順調に進行しましたが、会場が大きかったせいか、講評委員か

らも指摘があったとおり、会場の空席が最後まで目立ったことは、残念です。来年にむけて改善

したい最大の課題です。講評委員から生の声が聞ける時間を設けていることについては、大変参

考になり良かったという声が届いています。今回の進行の良かった点、反省点、リハーサル、本

番など会場の流れについて、ご指摘など、充分に総括をしいきたいと思います。 

合唱発表会の部 総評 

◆声は正直です。その人の心理状態が声に出ます。平和をうたっていても思いが自分たちのとこ

ろで止まっているのではないか。作曲者はその思いを音の中に込めています。それをどう伝え

るか、どう表現するかをみんなで深めることが必要。指導者のいうとおり歌うのではなく、自

らがこう歌いたいという気持ちを持ってほしい。その上で、それが指導者、指揮者のもとでひ

とつになり、音にのせて伝わる。団の中での議論や交流も必要。そのためには、いろんな演奏

を沢山聞いてほしい。いろいろなジャンルの曲も聞いて、音楽の様式も勉強してください。  

◆言葉を伝えるために、もっと体をつかうこと。上半身に力が入りすぎて、体全体を使えていな

い。特に女性は年を重ねると声がこもりがちになるので、体をひらいて力まずに歌えるように

しましょう。息の使い方はとても大事です。準備が早すぎて、緊張で体が固くなっている事も

多い。日頃の練習のままに聞き手に届けられるよう、できるだけリラックスして。そして指揮

者にではなく、その向こうにいる聞き手に届くように意識して歌いましょう。  

◆それぞれに、メッセージはあるが、いまひとつパンチが感じられない演奏が多いような気がし

て残念。今、この時代だからこそ、どう表現するか考えてほしい。 

いろんな意味で、選曲はとても大事です。それが成功しているところと、何を歌おうとしてい

るのかが聞き手に伝わらない演奏がある。その曲を自分たちがどう表現したいのかを細部にわ

たってつかみ、音楽の力でメッセージを伝えましょう。  文責 山田 千賀子（合唱発表会担当） 

 

オリジナルコンサート 

◆今年も創作の息吹を感じることができた。楽曲には詞があり、曲があり、歌い手・伴奏がいて、それらが

一体になったときに歌としての力が出てくる。歌い手の日本語がわからなかったという団体もあり、創

作は魅力ある演奏をして完成なので、創作とともに練習がしっかりされているかも大切。練習と本番を

重ねながら、話し合って詞やメロディーもどんどん変わり進化する可能性を探って欲しい。 

◆もっと怒りが欲しかった、今の時代、腹の立つニュースが多い。詞も曲も、みなさんどこかおとなしい印

象がある。ユーモア・風刺を感じさせる歌もあったが、ユーモアにはもっと強烈なパンチ、喜怒哀楽が必

要。みなさんにはそのパワーがあるはず。その上で、「誰に言っているのか」「誰が言っているのか」など

の「狙い」をはっきりさせたい曲もあった。特に詞の部分ではもっと喧々諤々議論をして深めて。 

◆あまり情緒的にならない楽曲が欲しい。コード進行なども含めて、なるべくメジャーで力強い歌。聴い

た人が歌いたくなる歌を。うたごえは合唱運動としても質が高くなって来て、創作曲も作品としての質

や音の厚みが出ているが、同時に「共感できるわかりやすさ」も追求したい。 

文責 大熊 啓（創作部責任者） 
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★★★★    ６５周年パッケージを６５倍楽しむ法                

うたごえ 65 周年企画 DVD５枚＋CD5 枚＋資料集がいよいよ 12 月 1 日にお手

元に届きます。手に取った時にどこから観るか、聴くか、読むか、ちょっと悩みます。 

大熊事務局長「まず資料集。1945 年～2013 年の歴史が、運動内の出来事、創

作曲、国内外の動き、世相・流行語・流行歌の一覧表は、読むだけで楽しいです。」 

音楽センター道田社長「CD から。特に、Disc2 の組曲「砂川」は圧巻です。」 

DVDのうたごえ映像は、厳選された105曲。あなた自身、知り合いの方も歌って

いる場面があるかも。さらに、山の木竹志さん、林学さんの映像がさりげなく入って

います。これを探すのも一興でしょう。                斉藤一正（事業部担当） 

★★★★    2014 年合唱発表会・日程会場決定！ 

2014 年度の東京のうたごえ合唱発表会の日

程と会場が決定しましたのでお知らせします。 

各部門の日程などは未定ですが、３月の総会

までにはご提案しますので、まずはこの日程を要

チェックでお願いいたします。 

2014 年東京のうたごえ合唱発表会 

１０月１２日(日)、13(月・祝) 

サンパール荒川（荒川区民ホール） 

都電荒川線「荒川区役所前」徒歩２分 

第８回常任委員会報告 

第９回東京のうたごえ協議会常任委員会が

11/11、12 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、スクラ

ムコンサートの総括、おおさか祭典を取り組んで、サ

ークル代表者会議に向けて、うた新・季刊の拡大に

ついて、今後の取り組み、連帯活動その他でした。 

この間の活動としては、後述のスクラムコンサート、

おおさか祭典の他、全国業者婦人決起集会での演

奏などが報告されました。 

スクラムコンサートに関しては、企画内容が良かっ

たことと、対して会場を満席に出来なかった反省な

どが出し合われ、次回の開催を前向きに検討するこ

とが確認されました。 

日本のうたごえ祭典・おおさかについては、東京

からの参加が全国指標の400に達しなかったことへ

の反省と、歌って参加の取り組みについての総括、

全国オリジナルコンサートへの東京のうたごえとして

の対応についても意見が出ました。 

サークル代表者会議に向けては、それぞれの地域・

サークルの取り組みの成果をいかに学びあうかを柱

に議題を検討し、当日の進行体制や参加集約につい

て確認しました。 

うた新・季刊の拡大では、おおさか祭典までの拡

大の取り組みを交流し、今後の方針について論議し

ました。祭典カラー号などを活用し、年末にしっかりと

体制を作って取り組むことが確認されました。 

今後の取り組みとして、がんばろうフェスタの準備

や合唱発表会・総会の会場確保、12/14 の東京母

親大会に向けてなどが話し合われました。 

★★★★    東京のうたごえ協議会総会お知らせ    

2014 年度東京のうたごえ協議会総会は、以

下の日程で行います。まだ会場は確定しておりま

せんが、決まり次第またご周知しますので、各団

体からの代議員の派遣について、お早めにご検

討をお願いいたします。 

2014 年東京のうたごえ協議会総会 

３月１６日(日)、ＡＭ～夕方 

代議員は、加盟団体 1 団体につき基本 1 名。 

加盟員が 25 人以上の団体は 2 人。 

※常任委員は評議員ですので、極力代議員と

の兼任はできません。代議員の他にオブザーバー

の参加も大歓迎。（議決権はありません。） 
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東京東京東京東京のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ新春新春新春新春がんばろうフェスタがんばろうフェスタがんばろうフェスタがんばろうフェスタ 2014201420142014 にににに集集集集まろうまろうまろうまろう    ！！！！！！！！ 

毎年おなじみになっております、東京のうたごえ「うた初め」、新春がんばろうフェスタ。今回は南部

地域の品川区で開催されます。飲食ＯＫの会場なので、サークルやブロックで屋台に取り組んでみても

いいかも？例年の「演奏交流」よりも、「飲んで食べて交流」というイメージが強くなります。 

2014 年 1 月 19 日（日）14：00～16：30（予定、準備・リハは午前中より） 

場  所：スクエア荏原イベントホール（品川区荏原 4-5-28） 

行き方：東急目黒線「武蔵小山」駅より徒歩10分、東急池上線「戸越銀座」駅より徒歩10分 

参加費：500 円 

 

♪おたよりありがとう♪      

今月は、電通西南コーラスより「西南コーラスニュース」NO.168 号、電通女声コーラス炎より「女声コー

ラス炎ニュース」No.172・173、南部合唱団より「なんぶ」No.790・791、みなと合唱団より「ハーモニー」

No.304、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер10、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」

No.139、調布狛江合唱団より「調狛新聞ニュース」9 月 21 日号、10 月 19 日号、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.236～238、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第 84 号～86 号

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）  

12 月 01 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

12 月 02 日（月） 第９回四役会議 音楽センター会議室 

12 月 03 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

12 月 06 日（金） 秘密保護法廃案へ！12.6 大集会 日比谷野外音楽堂 

12 月 08 日（日） 12.8 憲法守れ！三多摩大集会 井の頭公園 

12 月 09 日（月） 第９回常任委員会 音楽センター地下ホール 

12 月 09 日（月） 中国撫順水害支援チャリティーコンサート（再生の大地） 北とぴあ飛鳥ホール 

12 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 

12 月 11 日（水） 南部合唱団創立 55 周年記念音楽会 品川きゅりあん大ホール 

12 月 13 日（金） 第４５回大塚うたごえ酒場 大塚ラパスホール 

12 月 14 日（土） 東京母親大会 ニッショーホール 

12 月 15 日（日） 歓多里みんなうたう会 歓多里 

12 月 16 日（月） 東京のうたごえ教育部会 音楽センター会議室 

12 月 17 日（火） 北部のうたごえねんまつ望年うたう会 赤羽北区民センターふれあい館 

12 月 23 日（月） 墨田どんぐり 39 周年コンサート 曳舟文化センター 

12 月 23 日（月） 第２２回狛江うたごえステーション 焼鳥「ミートステーション」 

12 月 24 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

12 月 25 日（水） 第５５回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

1 月 06 日（月） 第１０回常任委員会 音楽センター会議室 

1 月 19 日（日） 東京のうたごえ新春がんばろうフェスタ 2014 スクエア荏原イベントホール 


