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２０１４年 主な日程 

１月１９日(日) 新春がんばろうフェスタ スクエア荏原イベントホール 

２月8･9日(土日) 日本のうたごえ全国総会 宮城県松島大観荘 

３月１６日(日) 

東京のうたごえ協議会総会 会場未定(11:00～17:30 予定) 

5月 24･25日(土日) 東日本合唱講習会  玉川区民会館 

６月7･8日(土日) 東日本郷土講習会  国立青少年オリンピックセンター 

7月 12･13日(土日) 関東・東京うたごえ交流会 栃木県日光 

９月３０日(火) 合唱発表会出演代表者会議 音楽センター地下ホール 

１０月１２・１３日(日・月祝)  

東京のうたごえ合唱発表会 サンパール荒川 大・小ホール 

11月 22~24日(土~月) 日本のうたごえ祭典みやぎ 宮城県 

 

 年末年始のうたう会では、うたごえ新聞の紹介を忘れずに。仲間増やしの報告を首を長くして待っています。 

 あけましておめでとうございます。 

昨年はうたごえ６５周年という節目の年、「日本のうたごえ

祭典・おおさか」の成功や記念出版物の普及に、皆さんの力を

大きく発揮していただきました。また年末には秘密保護法の強

行成立や、安部首相の靖国神社参拝、辺野古の埋め立てなど

平和と民主主義を脅かす状況が続出、戦争への道の再来を許

さないと決意を新たにされた方も多かったと思います。 

私たち東京のうたごえは「首都東京の平和の発信地に」

「誰もが安心して住み働ける、わが町東京を」と活動をすすめ

てきました。うたごえ６５周年から７０周年に向かうこれからの歩

み、いっそう大きくこのうたごえの輪を広げていくことが求められると思います。新しいつながりに向か

って共感を拡げる活動を大きく進めましょう。若い世代が増える魅力あるうたごえの姿を示していきま

しょう。年頭に歌いあい団結を固める「新春がんばろうフェスタ」、私たちの暮らしに直結する２月の都知

事選、仙台で開催される日本のうたごえ祭典、サークル合唱団の日常活動、また東京独自の企画などを

通じて、都民の中に豊かに根付く東京のうたごえをつくりあげようではありませんか。この１年、ともに元

気に奮闘していきましょう！                             （東京のうたごえ協議会会長 轟志保子） 
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がんばろうフェスタ企画全貌♪ 

当日のタイムテーブル 

13：00 開場 歌を覚えよう♪ 

     「空より高く」「釜石小学校校歌」「僕のつくる道」 

14：00 開会演奏 

「虎舞」地元郷土サークル「馬っ娘連」 

 みんなで歌おう！パート１ 

     【候補曲】 早春賦、雪の降る街を、心騒ぐ青春の歌、たんぽぽ、北国の春 

斎太郎節、人生いろいろ、アンパンマンのマーチ、 

         釜石小学校校歌、空より高く（時間を見て適宜カット） 

14：30 乾杯！「乾杯の歌」 

 東京中の仲間たちのうたごえ 

    ほらね。（青年＆三多摩・三多摩南部） 

   僕ら太陽の子（保育のうたごえ） 

    ひこうき雲、ふるさとは今も変わらず（西部のうたごえ） 

    ふるさと〔嵐〕（西部のうたごえ＆みなとのうたごえ） 

    明日という日が、私を褒めてください （北部のうたごえ＆みなとのうたごえ） 

    底力のタンゴ、ハッピーバースデー（歌える人合同） 

    仲間の歌、花をおくろう、タンポポ（新宿のうたごえ） 

    あの空へ帰ろう（JALの闘いに連帯して） 

    心ひとつに、闘うわれら（東部のうたごえ＆職場のうたごえ） 

   民衆の歌が聞こえるか（青年のうたごえ） 

15：50 お楽しみ抽選会 

16：00 みんなで歌おう！パート2 

 【候補曲】 まつり、花笠音頭、歩いて行こう、陽気に生きようこの人生をさ 

       青春、ノーパサラン、今この時代に、僕のつくる道、ねがい、青い空は 

       （時間を見て適宜カット） 

16：30 団結ガンバロー、がんばろう全員合唱 

 片付けと転換、終わり次第同会場で二次会スタート！ 

 カットされた曲やリクエストに応えながらさらに歌い交わします！ 

 

屋台も出るよ！飲みながら食べながら歌おう！！ 

①港新婦人コスモスコーラス（磯辺焼き、煮玉子、コーヒー、紅茶） 

②青年のうたごえ（燻製おつまみ、お酒・ソフトドリンク各種） 

③合唱団北星（気仙沼「八葉水産」塩辛ほか） 

④ＪＡＬ争議団（おつまみ、お菓子、アクセサリーなど） 

⑤音楽センター（ＣＤ・歌集など） ⑥コールラパス（おつまみなど） 

⑦国鉄かあさんつゆ草（9 条バッヂ） ⑧南部合唱団（お弁当） 

お楽しみ抽選会景品は！？ 

★山上茂典に作曲してもらえる券 

★みやぎ祭典大音楽会チケット 

★みやぎ祭典楽譜集 

★都内合唱発表会フリーパス 

★指揮考座無料券（3 枚つづり） 

★「うたごえは生きる力」2 割引券 

他にもあるかも？ 



月刊・東京れぽぉと２０14 年 1 月号   3 

 

★★★★第第第第２２２２回回回回サークルサークルサークルサークル代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議（（（（11/3011/3011/3011/30））））    

2013年11月30日、足立教育会館で行なわれた第

2 回サークル代表者会議には、34 団体から 41 人が参

加し、地元足立のうたごえによる歓迎演奏から始まっ

て、地域祭典、合唱発表会や演奏活動などの取り組み

について、大いに経験交流をしました。 

おおさか祭典に向けては、調布狛江合唱団の青年を

送り出す取り組みや、しじゅうからや合唱団この灯の、

自主的な祭典合同練習会の取り組みなどが報告され

ました。一方、大音楽会が長時間になったことについて

や、全国合唱発表会の運営については厳しい意見も出

され、全国に伝えていくことになりました。 

新しい仲間を迎える取り組みでは、足立のうたごえ

祭典で、地元の大学を訪ね、学生合唱団の祭典参加を

実現したという積極的な経験が報告され、三多摩青年

合唱団は東北被災地訪問なども盛り込んだ研究生の

取り組みを報告しました。 

 

 

 

 

 

 

私鉄池袋ターミナル合唱団・石播労働者合唱団から

はスクラムコンサートを取り組んでや、Ｉ ＢＭ争議団との

新しいつながりが報告され、スクラムコンサートに刺激

を受けた大塚うたごえ酒場からも発言がありました。 

東京の合唱発表会については、聴き合う環境を保障

するための運営についての発言が多く、協議会・サーク

ル作りについては、新加盟の歌って覚えるロシア語講

座ドゥルージバの加盟決意の経過の報告がされたほ

か、東部が地域祭典の成功から協議会立ち上げに向

けての悩みや疑問を語ると、すでに協議会のある三多

摩や北部から経験が語られ、南部も協議会立ち上げの

準備が始まっていることが報告されました。 

その他、がんばろうフェスタについてやうたごえ新聞

など議題はありながら、時間が足りず最後は駆け足

に。前回よりも長い時間で設定をしましたが、東京の規

模と多彩な活動は語りきれませんでした。次は総会の

場で改めて深めたいと思います。 

第９回・第１０回常任委員会報告 

12 月 9 日、第９回常任委員会が 13 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を終えて、うた新・

季刊拡大、65 周年出版普及、2014 年度合唱発

表会に向けて、今後の取り組みその他でした。 

この間の活動としては、秘密保護法反対の諸

集会や、ＩＢＭロックアウト解雇大集会などの取り

組み、各サークルの演奏会・うたう会などの報告

がされました。（サークル代表者会議にいては今

号記事を参照。） 

うた新・季刊の拡大、65 周年出版の普及は、

「年末大行動ニュース」の発行が始まり、情報が

共有されることで取り組みが広がり始めました。 

2014 年度合唱発表会は、２日間開催で行うこ

とが確認され、オリジナルコンサートの開催のあり

方や、「スクラムコンサート」との競合などの課題

について、総会に提案できるように論議を進めま

す。今後の取り組みとしては、東京母親大会の参

加、冬季カンパの協力が呼びかけられました。 

１月６日、第１０回常任委員会が 14 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、全国総会、東京のうたごえ総会に向け

て、うた新・季刊・65 周年出版の拡大普及、今後

の取り組みその他でした。この間の活動のまとめ

として、東京母親大会での演奏や、各サークルの

演奏会、うたう会の報告がされました。 

全国総会に向けては、各地域で代議員を早急

に確定させることが呼びかけられた他、「東京の

うたごえ青年学生部」としても代議員を送り出そ

うという事が確認されました。東京のうたごえ総

会に向けて、総括案・方針案の分担を行い、また

次年度体制についても論議をしました。うた新・

季刊については、年末の減紙で再び 1700 を割り

込んでいることが報告され、回復に向けて取り組

みを強化することが呼びかけられました。今後の

取り組みとして、2/9投開票の東京都知事選挙に

ついては、東京のうたごえとして加盟している「革

新都政をつくる会」の推薦する候補への応援を

有志で呼びかけていくことを確認しました。 
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♪おたよりありがとう♪      

 今月は、電通女声コーラス炎より「女声コーラス炎ニュース」NO.173、南部合唱団より「なんぶ」NO.792、わりかん

うたう会より「わりかん」NO293、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер11、合唱団しじゅうからより「しじゅう

から」第 87 号・88 号、みなと合唱団より「ハーモニー」ＮＯ．３０５、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱

団ニュース」No.140、141、電通西南コーラスより「西南コーラスニュース」170 号、また、日本シニア合唱

団・合唱団しじゅうからの森住一之さんより、年金者組合豊島支部機関紙にご自身が連載していた「私

のうたごえ人生記」をまとめたものをいただきました。 

♪年賀状ありがとう♪下記の団体・個人から年賀状をいただきました。ありがとうございます。（順不同） 

中央合唱団/南部合唱団/三多摩青年合唱団/絹の道合唱団/合唱団この灯/電通西南コーラス/東京

郵便合唱団/杉並ぞうれっしゃ合唱団/東村山・東大和新婦人コーラス/日本のうたごえ全国協議会/株

式会社音楽センター/神奈川のうたごえ協議会/大阪のうたごえ協議会/歌舞劇団「田楽座」/うたごえ

喫茶「ふる里」/東京憲法会議/新日本スポーツ連盟東京都連盟/通信労組東京支部/平和・民主・革新

の日本をめざす東京の会（東京革新懇）/航空労組連絡会/東京民医連/新日本婦人の会東京都本部/

東京公務公共一般労働組合/日本共産党国会議員団東京事務所/東京原水協/東京自治労連/東京地

方労働組合評議会/きたがわてつさん/橋本のぶよさん/今村肇さん/他、うた新読者 2 人の方より 

 皆さんの活動予定、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）  

1 月 14 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

1 月 15 日（水） 第 11 回事務局会議 東京のうたごえ協議会事務所 

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 

1 月 22 日（水） 第５６回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

1 月 28 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

2 月 03 日（月） 第１１回常任委員会 音楽センター会議室 

2 月 04 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

2 月 08 日（土） ～9 日（日）日本のうたごえ全国協議会総会 宮城大観荘 

2 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 

2 月 15 日（土） 西南うたごえカフェ 27 スタジオブーン 

2 月 19 日（水） 第 12 回事務局会議 東京のうたごえ協議会事務所 

2 月 25 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

2 月 26 日（水） 第５７回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

 

★★★★11112/12/12/12/1４４４４    東京母親東京母親東京母親東京母親大会大会大会大会でででで歌歌歌歌いましたいましたいましたいました    

虎ノ門ニッショウホールで行われた東京母親大会の第２部文化行事で、都内の女性のうたごえサークル

２０以上から５０名をこえる人が集まり歌いました。 

築地移転問題がテーマの「私は築地のおかみです」、震災被害に思いを寄せて「風よふるさとよ」。そして

憲法９条を守ろうと「私を褒めて下さい」は、短時間でしたが歌唱指導し、会場の方とご一緒に歌いました。

最後に「秘密保護法撤廃へ」の文字を掲げると会場から大きな拍手が起こました。     （大橋真理子） 


