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国会も都議会も、そして天気もおかしなことだらけの今年の夏、憲法守れの集会や、平和行進もやってきますが、

急な天候の変化、健康管理にはくれぐれもお気を付けてください。  
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★★★★東日本合唱講習会東日本合唱講習会東日本合唱講習会東日本合唱講習会    ５５５５月月月月 24242424 日日日日（（（（土土土土））））・・・・25252525 日日日日（（（（日日日日））））世田谷世田谷世田谷世田谷・・・・玉川区民会館玉川区民会館玉川区民会館玉川区民会館            

 今年は、開催地「東京・関東」として講習

内容の検討から関東ブロックと連帯して準備

をすすめ、近年最高の１６６人という参加で

盛りあがりました。 

 １日目は「ももたらう」の３人の先生によ

る模範演奏を交えた小編成アンサンブル講習

と男女別講習。参加人数が多かったため小編

成は大編成になりましたが、この日のために

編曲していただいた「川の流れのように」「夏

は来ぬ～旅愁」はサークルで大いに活用でき

そうで、休み時間に「復習」する人たちも。 

男女別では、それぞれの克服すべき発声の課題を丁寧に指導していただき好評でした。夜に

は浜島康弘さんのお話で、一人ひとりがうたごえ運動にどう取り組むのか、背筋がちょっと伸

びるような刺激をいただきました。 

 ２日目は「合唱団ききゅう」指揮者玉山マオ先生の講座。「民衆の歌」「希望の歌」をパワフ

ルに指導していただき、「民衆の歌」は、ぜひどこかで合同演奏したい迫力ある大合唱となりま

した。午後には渡辺享則さんの指導で「希い」「風の子守歌」、女声の「さくらんぼの実る頃」

など。いずれも「みやぎの実行委員会がこの歌を選曲した心をくみとって」「被災地で行われる

うたごえ祭典で私たちがこれらの歌にどう向き合い、届けるか」を問いかける熱い指導でした。 

 「内容が盛りだくさんだった」「会場の照明が暗くて、楽譜を読むのに苦労した」などのご指

摘もありましたが、みんなの力で「充実していた！」「面白かった！」という到達点をかちとっ

た講習会、ぜひ来年も引き続き盛り上げたいものです（開催地は未定ですが）。最後に、参加組

織・当日の運営にご奮闘いただいた地元・南部合唱団のみなさん、ありがとうございました。 

（東京のうたごえ 教育部：轟 志保子） 

★平和行進でうたごえを響かせよう！！ 

５月6日に東京を出発した国民平和大行進は、今も広島に向け歩き続けていますが、

同じ日に北海道礼文島を出発した北海道→東京コースが７月半ばに山梨・埼玉・千葉

の３コースから東京に入ってきます。全てのコースにうたごえを響かせましょう！ 
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★★★★全国青年全国青年全国青年全国青年のうたごのうたごのうたごのうたごええええ交流会交流会交流会交流会    

６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土））））・・・・１５１５１５１５日日日日（（（（日日日日））））福島県南相馬市福島県南相馬市福島県南相馬市福島県南相馬市    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

初めての参加でしたが、とても楽しく 2 日間

過ごせましたし、わずかですが福島県の現状も

感じることができました。朝早く、夜遅くだった

ので体力的には大変でしたが、色々な人と交

流もできてよかったです。 

個人的には最後のサプライズの合唱がとて

も心に残っています。 

今回参加できてとてもよかったです。 

（音楽センター 加藤豪）    

★★★★2014201420142014 平和平和平和平和とととと交流交流交流交流のテーマパークのテーマパークのテーマパークのテーマパーク    

６６６６月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））文京区民文京区民文京区民文京区民センターセンターセンターセンター        

東京・平和と交流のテーマパークは、東京から

アジアに向けて平和を発信しようと、都内の平

和友好団体が相談して進めてきたもので、参加

団体も１０団体に広がっています。 

４回目となる今回、第１部は日中友好協会都連

会長石子順さんのお話『平和の探求、手塚治虫

の原点』を聞き、第２部は朝鮮舞踊・歌や蒙古踊

りなど、アジア各地の文化を堪能。 

そして第３部、飲んで、食べて、歌っての大交流

会は、東京のうたごえの進行で各団体持ち前の

歌声が響きあい、参加者みんなが大いに満足し

た交流会となりました。 

（統計オンチコーラス・日本ベトナム 

友好協会東京都連合会 柳 洋二） 

★東京指揮考座のお知らせ 

７７７７月月月月６６６６日日日日（（（（日日日日））））16：30～音楽センター地下ホール 

指揮受講：3,000 円、歌い手・見学 1,000 円 

★★★★東日本郷土講習会東日本郷土講習会東日本郷土講習会東日本郷土講習会    ６６６６月月月月７７７７日日日日（（（（土土土土））））・・・・8888 日日日日（（（（日日日日））））国立国立国立国立オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック記念青少年総合記念青少年総合記念青少年総合記念青少年総合センターセンターセンターセンター        

講習演目「すずめ踊り」、名前の由来は踊る姿が餅をついばむ雀に似てい

るところから。仙台より六郷すずめっこ祭連の皆さんの指導で、衣装・扇

が華やかで大変美しい踊りでした。岩手県陸前高田の人の心の支え「七夕

まつり囃子」は被災した年から「氷上（ひかみ）太鼓」のみなさんと交流

を続けながら指導を受けた川崎太鼓仲間「響」による指導でした。 

私が参加した「南京玉すだれ」コースは調狛合唱団の鈴木勝男団長に楽

しく教わりました。 

郷土講習会らしい交流会も楽しかったです。翌日の成果発表会ではどの

コースもそれなりに仕上がっており感心しました。６０名ほどで例年より

少しすくない参加なのが残念でした。（東京のうたごえ事務局 外山靖雄） 
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第３回常任委員会報告 

6 月２日、第３回常任委員会が 14 人（うち１名

は代理）で行われました。この日の議題は、この

間の活動のまとめ、近々の取り組みについて、

スクラムコンサート、医療のうたごえ祭典 in 東京

について、その他の取り組みについてでした。 

この間の取り組みとしては、東日本合唱講習

会（１面参照）、スクラムコンサートに向けた職場

のうたごえ関係の常任委員による打ち合わせ

の報告、関東ブロック会議の報告の他、６月１日

に日比谷と国会周辺で行われた「No Nukes 

Day」の取り組みが報告されました。 

近々の取り組みについては、東日本郷土講習

会に向けて、もう一回り参加の声かけを広げる

ことが呼びかけられました。また、７月５日に行わ

れる「全国組織活動者会議」、そして６月１４・１５日

の全国青年のうたごえ交流会について、参加集

約を行いました。６月２１日の東京・平和と交流の

テーマパークについては、交流会の進行・伴奏の

依頼があり、体制を確認しました。（２面参照） 

スクラムコンサートに向けては、打ち合わせ会

議の報告がされ、医療のうたごえ祭典やみやぎ

祭典ともリンクしながら取り組んでいく方向が

確認されました。 

その他の取り組みとして、2018 年うたごえ

70 周年祭典開催の打診を受けてのサークル代

表者会議を、８月３０日（新宿箪笥地域センター

多目的室）に行う上で、どのような議論を目指

すか、意見を交流しました。会議の運営体制につ

いては、４役会議を経て次回に検討されます。 

うたごえ新聞拡大については、5/28 に呼び

かけた担当者会議の参加が思わしくなく、改め

て仕切りなおします（7/15、東う協事務所）。 

関東交流会について、東京として２桁以上の

参加で関東のうたごえの仲間と連帯しようと

目標を確認しました。11 月に開催される「赤旗

まつり」で、うたごえ合唱団への演奏企画が出

されており、東京のうたごえとしてどのように取

り組むか、具体的な企画のイメージも出し合い

ました。その他、事業部からは祭典楽譜集の発

売が報告され、普及が呼びかけられました。 

★医療のうたごえ祭典が東京で開催！ 

9 月 13 日(土)、スクエア荏原で開催される全国

医療のうたごえ祭典 in 東京では、東京のうたごえ

として歓迎演奏に取り組みます。下記の日程で合同

練習を行いますので、ぜひご参加下さい。 

７月１５日(火)音楽センター地下ホールにて 

１８：４５より 

■曲目「こころひとつに」「民衆の歌」他 

 ●みやぎ祭典楽譜集をお持ち下さい。 

★各地域合唱発表会の日程（日程順） 

８月３１日（日） 三多摩 羽村ゆとろぎホール 

８月３１日（日） みなと 港区リーブラ 

９月５日（予定） 中央区 未定 

９月６日（土） 三多摩南部 調布グリーン小ホール 

９月７日（日） 北部 成増アクトホール 

９月１４日（日） 新宿 新宿箪笥ホール 

９月１５日（月） 東部 西新井文化ホール 

９月１７日（水） 千代田 板橋文化小ホール 

９月２３日（火･祝） 西部 方南会館 

９月２８日（日） 南部 大田区民センター 

合唱発表会は地域ごとの個性があります。自分の地域

以外の合唱発表会に行くと、楽しく、勉強になりますよ！ 

★出演代表者会議は 9 月 30 日（火）１９時より 

★スクラムコンサート実行委員会へ参加を！！ 

6 月 10 日、スクラムコンサートに向けた第 1 回実行

委員会が開かれました。参加人数は多くありませんで

したが、ＪＡＬ原告団合唱団フェニックスが早々に参加

を表明。また、会議では昨年参加のIBMロックアウト原

告団の状況や、地下鉄、郵便の職場で非正規の格差

是正を求め争議が起こっていることなどが報告され、

まだまだスクラムを組まなねばならない仲間が沢山

いることを再確認しました。次回実行委員会は 7 月 1

日（火）19 時より大久保地域センター調理室。 

その後の日程は 8/19(火)、9/16(火)、10/1(水) 



月刊・東京れぽぉと２０14 年 6 月号   4 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪おたよりありがとう♪ 

今月は、東京郵便合唱団より「ペダル」２００号、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер６、日本シニア合唱

団より「日本シニア合唱団ニュース」Ｎｏ.１４６、電通西南コーラスより「西南コーラス」２０１４年６月号、男声合

唱団うでまくらより「腕-KAINA-」第３号、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」９８号・９９号、みなと合唱団

より「ハーモニー」No.３１１、合唱団この灯より「合唱団この灯ニュース」No４５３～４５６、南部合唱団より「なん

ぶ」No.７９７、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」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。 

￥事業部からのお知らせ￥ 

うたごえ喫茶開催の必需品、「うたごえ喫茶ソングブック８２８」がパワーアップ！！ 

①好評につき増刷の機会に第三版にバージョンアップ。誤字脱字をほぼ絶滅 

②売り切れの楽譜集がリニューアルして第二版に。譜面も見直しております。 

③さらに、新たに 94 曲を収載した「プラス」（税込 324 円）をリリース。 

この 2 年間に加わった新しいうたごえソングやうたごえ喫茶でリクエストの多い曲で 

構成しました。対応の楽譜集も完成！！ ご注文をお待ちしております～。 

引き続き８２８シリーズの拡充を計画中、「あったらいいな」をお寄せください。 

♪♪♪♪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）  

7 月 01 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

7 月 01 日（火） 第２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 

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 06 日（日） 第７４回指揮考座 音楽センター地下ホール 

7 月 07 日（月） 第４回常任委員会 音楽センター会議室 

7 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 

7 月 08 日（火） うたごえ新聞をつまみに語る会 東京のうたごえ協議会事務所 

7 月 12 日（土） ・13（日）関東のうたごえ交流会 栃木県日光 

7 月 15 日（火） 医療のうたごえ祭典に向けた合同練習会 音楽センター地下ホール 

7 月 15 日（火） 第４回四役会議 音楽センター地下ホール 

7 月 16 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 

7 月 19 日（土） みんなと歌うカフェ エルグレゴ・喫茶店 

7 月 22 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

7 月 23 日（水） 第 62 回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

7 月 23 日（水） 新婦人中央支部エーデルワイスコンサート 日本橋劇場 

7 月 24 日（木） 国民平和大行進 北海道→東京 集結集会 上野公園 

7 月 26 日（土） 三多摩青年合唱団 50 周年記念コンサート ルネ小平大ホール 

7 月 27 日（日） 合唱団この灯みんなうたう会 江東区教育センター 

7 月 29 日（火） 第５回常任委員会  

8 月 01 日（金） ～３日（日）憲法フォークジャンボリーin 東京 R's アートコート 

8 月 04 日（月） ～６日（水）原水爆禁止世界大会（本大会） 広島 

8 月 08 日（金） 調布狛江合唱団郷土部「跳鼓舞」演奏会 調布グリーンホール大ホール 


