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月刊東京れぽぉとについて2月～4月号が発行できず、また5月号についても発行が遅れて申し訳ありません。 

2009 年から 5 年間、事務局専従として奮闘していた井沢志歩さん(中央合唱団)が、健康上の理由で 2013 年

12月をもって退職いたしました。この5月より新たにアルバイトも加わり、ようやく事務局体制の立て直しも進んで

まいりました。皆さまには、ニュースの発行や諸連絡などご迷惑をおかけしました事を、深くお詫び申し上げます。 

東京のうたごえ協議会事務局長 大熊 啓 
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2014 年５月号 

★うたごえゴールデンウィーク都内各地でうたごえ響く！ ５月 1 日～７日 

中央メーデー （5/1 代々木公園） 

平日にも関わらず、100 名を越す方々が集まり

ました。年金者合唱団など高齢者のうたごえの皆

さんも大勢で参加しました。轟会長の「がんばろ

う」指揮の下うたごえを響かせ、送り出しの後は新

宿駅までうたごえ行進で盛り上がりました。 

（事務局次長 外山靖雄） 

三多摩メーデー（井の頭公園） 

三多摩のうたごえ協議会は、三多摩メーデー実行委員会の会議にも参加し、当日は出店ブースにて三

多摩青年合唱団が「玉こんにゃく」を販売。開幕前の文化行事では“音楽文化集団ともしび“も一緒に

合同で演奏（約 70 名）、メーデー歌集が欲しいとデモの合間に声をかけられることも多く、買ったばか

りの歌集を開いて歌いながら歩いて行く方も。（三多摩うたごえ協議会ニュース「あんだんて」より） 

憲法集会（日比谷公会堂） 

東京の憲法集会では、例年実行委員会から会場前広場での

文化行事の進行を一任されており、PA も用意して大がかりな路

上パフォーマンスを行いました。場内の舞台でも調狛を中心にし

た太鼓と踊りの演奏で開幕となりました。送り出しでは集会が早

く終わった関係で、デモ行進が時間待ちとなりまして、たっぷりう

たごえをお贈りしました。（外山靖雄） 

国民平和大行進（夢の島第五福竜丸展示館～港区芝公園） 

5 月とは思えない、凍えるような低い気温で 30 名程の

参加でしたが震えあがりました。今年は「平和行進のうた」

を作っての参加でしたので開幕に披露しました。また初め

て、休憩所での署名行動にうたごえ行動隊が8名程一緒に

行動したことで、署名も例年より多くが寄せられ、東京原水

協からは大変喜ばれました。大熊事務局長は平和行進団先

頭で沿道へノリノリのトークショウ、恒例のパフォーマンス風

景を展開しました。（外山靖雄） 
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★2014 年度東京のうたごえ協議会  

3/16 落合第一地域センター会議室 

2014 年度東京のうたごえ協議会総会は、代

議員・評議員・オブザーバー合わせて 80 人の参

加で行われ、2013 年度総括・2014 年度方針・

2013 年度決算・2014 年度予算、全てが全会一

致で承認されました。討論では若手の発言が光

り、また「次世代に運動をつなごう」という意識で

各団体が取り組んでいる様子が、豊かに交流さ

れました。詳しい中身は、「総会決定集」、「総会発

言集」をご覧下さい。 

各サークル１冊お届けいたしますが、追加をご

希望の場合は事務局までご連絡下さい。実費で

お分けいたします。 

第 1 回サークル代表者会議 

2018年、うたごえ運動70周年祭典を、東京

で開催してほしいという要請が、日本のうたご

え全国協議会より正式にあり、今総会ではその

ことも提案をされました。今年一年、各サークル

合唱団でも議論をしていただくうえで、東京の

うたごえサークル代表者を開催します。 

これまで経験したうたごえ祭典の、「これが

良かった」「こういう祭典ならやりたい」、また、

5 年後に自分や、サークルがどうなっているか

などを持ち寄って、祭典開催の可否という視点

ではなく「うたごえ祭典」「70 周年」「５年後」を

語り合える場にしたいと思います。 

8 月 30日（土）午後～夕方 

会場未定（決まり次第お知らせいたします） 

2014201420142014 年度常任委員体制年度常任委員体制年度常任委員体制年度常任委員体制    

会長 轟 志保子（中央合唱団） 

副会長 會澤 玲子（三多摩青年合唱団）新 

 大井 かつ江（南部合唱団） 

 山田 千賀子（合唱団北星） 

 横川 昭（足立ピースフラワー合唱団） 

事務局長 大熊 啓（調布狛江合唱団） 

事務局次長 斉藤 一正（みなと合唱団） 

 外山 靖雄（電通西南コーラス） 

常任委員 石井 明美（国鉄東京合唱団）新 

井藤 綾子（合唱団白樺） 

 岩崎 あすか（調布狛江合唱団） 

 大橋 真理子（北区新婦人コーラス ローズウェーブ） 

荻野 美子（合唱団しじゅうから） 

加藤 豪（音楽センター）新 

片山 操子（絹の道合唱団） 

神喰 重夫（通産混声コーラス・四樹の会） 

小泉 恵美子（墨田区保育園うたごえサークルどんぐり） 

佐宗 弘雄（合唱団ＴＯＳＥＩ） 

中澤 俊之（東京郵便合唱団） 

平井 克己（私鉄池袋ターミナル合唱団） 

山崎 慶晴（私鉄池袋ターミナル合唱団） 

会計監査 松澤 千代子（電通女声コーラス炎） 

辻 昇（みなと合唱団）新 

2014 東京のうたごえ合唱発表会 

開催詳細決まる！ 

１０月１２日（日）・１３日（月・祝） 

サンパール荒川（荒川区民会館） 

都電荒川線「荒川区役所前」徒歩２分 

東京メトロ日比谷線「三ノ輪」徒歩 12 分 

１２日（日） 小ホール 

小編成の部→女性の部→一般の部Ａ 

→オリジナルコンサート 

１３日（月・祝） 大ホール 

交流の部→職場の部→一般の部 

→スクラムコンサート（詳細３面） 

 

出演代表者会議は 9/30（火）です。 
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2014 スクラムコンサートに向けた 

第 1回実行委員会のお知らせ 

昨年、久々に開催され、多くの感動を集めたスクラ

ムコンサートが、今年は東京のうたごえ合唱発表会の

２日目に同日開催されます。 

今、どこと手をつなぎ、何を訴える取り組みにする

のか、一緒に考える実行委員会を行います。特に職場

のうたごえサークルの皆さんは、ぜひ積極的に会議へ

のご参加をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲昨年のスクラムコンサートの様子 

6 月 10 日（火）19：00～ 

大久保地域センター３Ｆ調理室にて 

※軽食をご用意しています。 

第 1 回常任委員会報告 

4 月７日、第１回常任委員会が 16 名の参加

で行われました。この間の活動として、3.11 に

合わせて取り組まれた都内の脱原発アクショ

ンについて各地から報告がありました。東京の

うたごえ協議会総会については、２面、また「発

言集」をご覧ください。 

今年度体制として、地域ブロック担当や、専

門部（企画制作・教育・創作・組織・青年・合

発・うた新・事業・財政）の担当を振り分け、ま

た関東ブロック担当などを決めました。 

当面の取り組みとして、メーデー、憲法集会、

平和行進取り組み、そして東日本合唱・郷土両

講習会に向けての参加集約、うたごえ新聞拡

大などについて論議し、今後の取り組みとし

て、合唱発表会の部門わけについて検討をし

ました（２面参照）。 

青年部の活動として、南相馬で開催される

全国青年のうたごえ交流会への送り出しが呼

びかけられ、また近々取り組まれる青年企画

の呼びかけもされました。 

 5月12日、第２回常任委員会が13名の参加

で行われました。この間の活動としては、うた

ごえゴールデンウィーク（１面参照）の報告と総

括が行われました。 

総会を終えて、70 周年に向けての論議をと

いう事で、サークル代表者会議の開催が提案

され、どのような会議にするのか意見を出し合

いました。 

東京の合唱発表会に向けて、発表順を検討

したほか、スクラムコンサートの準備についても

提案がされました。 

当面の取り組みとして、講習会や関東交流

会への参加集約、うたごえ新聞拡大などが論

議され、事業活動としてはメーデー・平和歌集

のさらなる普及と、うたごえ喫茶ソングブック

828 の増補版についての説明がありました。 

その他としては、東京のうたごえ事務所の

アルバイトについて、決済を行いました。５月よ

り、新たに松岡正法（まつおか まさのり）さん

が、事務局アルバイトとして着てくれています。 

東京の連帯で成功を！！ 

医療のうたごえ祭典 in 東京 

第３０回目を迎える全国医療のうたごえ祭典が、

今年は東京で開催されます。音楽会での歓迎演奏

の依頼が東京のうたごえに来ています。ぜひ、東京

の仲間の連帯で、祭典を大成功させましょう！ 

9 月 13日（土）スクエア荏原・平塚ホール 

新春がんばろうフェスタを開催した場所です♪ 

12：30～合唱発表会 

15：30～音楽会（東京の歓迎演奏あり） 

17：70～交流会（別途参加費 5000 円） 

参加費 合発・音楽会通し 1500 円 

音楽会のみ 500 円 

     問合せ Tel/Fax 03-5397-1631（上保） 
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関東関東関東関東のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ交流会交流会交流会交流会 inininin 栃木栃木栃木栃木・・・・日光日光日光日光のごのごのごのご案内案内案内案内    

毎年行われている関東・東京のうたごえ交流会、今年は栃木・

日光での開催です。栃木県内のサークルによる演奏や、関東各県

との歌っての交流、学習企画では、足尾鉱毒事件のお話を伺い

ます。世界遺産となった日光寺社めぐり、いろは坂、中禅寺湖、華

厳の滝、戦場ヶ原。宇都宮餃子、佐野ラーメンなど食事も楽しみ！ 

7777 月月月月 12121212 日日日日（（（（土土土土））））・・・・13131313 日日日日（（（（日日日日））））    参加費 大人 13.000 円、子ども 10.000 円    

各サークルにご案内・申し込み書を 1 部送付しています。 

 

♪おたよりありがとう♪      

合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер3～5、合唱団この灯より「合唱団この灯ニュース」No451・452、

日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」No.143～145、男声合唱団うでまくらより「腕

-KAINA-」第2号、女性のうたごえ東京連絡会より「女性のうたごえ東京連絡会ニュース」、合唱団しじゅ

うからより「しじゅうから」第 91 号～第 97 号、みなと合唱団より「ハーモニー」No.308～310、三多摩う

たごえ協議会より「あんだんて」No.1、南部合唱団より「なんぶ」No.764～796、東京ナイスミディ合唱団

より「東京ナイスミディ合唱団」No242～244、わりかんうたう会より「わりかん歌う会」No.294 号、東京

紫金草合唱団より「紫金草ニュース」第 112 号をいただきました。 

 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）  

6 月 02 日（月） 第３回常任委員会 音楽センター会議室 

6 月 03 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

6 月 07 日（土） ・8（日）東日本郷土講習会 国立オリンピック記念青少年総合センター 

6 月 10 日（火） 第 1 回スクラムコンサート実行委員会 大久保地域センター調理室 

6 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 

6 月 14 日（土） ・15（日）全国青年のうたごえ交流会 南相馬市 

6 月 15 日（日） 東村山・東大和新婦人コーラス第５回コンサート 東村山市立中央公民館ホール 

6 月 16 日（月） 第 23 回狛江うたごえステーション 焼鳥「ミートステーション」 

6 月 18 日（水） 東京のうたごえ事務局会議 東京のうたごえ協議会事務所 

6 月 20 日（金） ～22 日（日）全国合唱指揮・指導者講習会 長野県松本 

6 月 21 日（土） 西南コーラスうたごえ Café スタジオブーン 

6 月 23 日（月） 私鉄の仲間のうたごえ広場 豊島区民センター7F 喫茶室「リヴィア」 

6 月 23 日（月） 第 3 回四役会議 音楽センター会議室 

6 月 24 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

6 月 25 日（水） 第 61 回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

6 月 29 日（日） 杉並ぞうれっしゃファミリーコンサート セシオン杉並ホール 

7 月 01 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

7 月 05 日（土） 全国組織活動者会議 大久保地域センター会議室 A 

7 月 07 日（月） 第４回常任委員会 音楽センター会議室 


