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暑い夏と平和の取組も一段落。各地域合唱発表会が始まりました。 一年の成果を発表しあう場、聴きあい学び

あう場。 東京のうたごえ協議会は秋の取組に突入。遅れましたが東京れぽぉとをお届け致します。 
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2014 年８月号 

★★★★金曜日金曜日金曜日金曜日    再稼働反対再稼働反対再稼働反対再稼働反対！！！！首相官邸前抗議行動首相官邸前抗議行動首相官邸前抗議行動首相官邸前抗議行動にににに参加参加参加参加してしてしてして        

 ７７７７月月月月 18181818 日日日日    中央合唱団中央合唱団中央合唱団中央合唱団（（（（新宿新宿新宿新宿のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ））））    

  中央合唱団からは大野さん、中澤さん、轟、松永美沙子さん、伴

奏はアコ大森さん、ギター外山さん、ほかに平井さんと宇津野さ

ん。総勢８人で参加しました。「希望のエリア」で『自由よ！』『We 

shall overcome』の２曲を歌ってきました。集まった方々も、一緒に

歌う人、手拍子や「光りもの」を振る人、常連さんらしい青年は最

前列で指揮したり、温かく受け止めてもらえました。「うたごえが

あるとやっぱりいいね」と嬉しい声も。毎週欠かさずこの場を運営

されている紫野さんやスタッフの努力はすごいと思いました。終

わった直後に大粒の雨がザーザー…。行動中は降られずラッキー

でした。（中央合唱団：轟 志保子） 

８８８８月月月月 15151515 日日日日    男声合唱団男声合唱団男声合唱団男声合唱団うでまくらうでまくらうでまくらうでまくら（（（（新宿新宿新宿新宿のうたごえのうたごえのうたごえのうたごえ））））    

３月の東京のうたごえ総会で「首相官邸包囲金曜行動に積

極的に取り組もう」と提起され、「うでまくらの出番」と思いつ

つ、なかなか具体化できずにいました。しかし、同じ新宿地域の

大先輩、中央合唱団がトップバッターで参加したと聞き、ここは

ひけない！ と８月１５日の行動に団員４人で参加。私鉄の平井さ

ん、狛江の菊池さんも合流し“希望のエリア”で「We shall 

overcome」を歌いました。平和行進北海道―東京コース通し 

行進者の山内金久さんも急遽ランペットで加ってくれてました。シュプレヒコールを背に、官邸前の日本音楽

協議会エリアへ移動。日音協のみなさんの創作曲や「翼をください」「ポートラジウム物語」などを一緒に歌

ってきました。 今、新しい行動の在り方が模索されているとき（スーツデモやブルトーザーデモ etc）、参加者

の想いを率直にのせ伝えることができるうたごえは、金曜行動に必要だと思いました。 

また、協議会事務局待ちではなく、サークルの自発的な呼びかけも必要と反省。「今度は歌詞をボードや

横断幕に書いて歌ったらどうか」「シュプレヒコールがだんだん歌になるような創作曲も」などの”妄想”もふ

くらんでいます。”妄想”のままにせずに、早いうちにまたリレー行動に参加したいと思います。（うでまくら） 
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★★★★    2014201420142014 年年年年    国民国民国民国民平和平和平和平和行進都内各地行進都内各地行進都内各地行進都内各地にうたごえにうたごえにうたごえにうたごえ登場登場登場登場！！！！    

７月１７日に山梨から東京に入って来た国民平和大行進（北海道→

東京コース）、奥多摩町の行進には事務局大熊が参加。「あ！今年も

歌の人が来てくれた！」との声に、うたごえの定着を感じました。沿道

から、畑で取れたトマトとカンパを届けてくれる方もいて、元気に御

嶽駅まで行進。その夜は地元実行委員会、東京平和委員会の皆さ

んと交流し、翌朝出発集会「折り鶴」を歌い行進を送り出しました。 

７月１９日には府中→調布→狛江コースに、調布狛江合唱団・狛江ぞうれっしゃ合唱団が、同日多摩

市内の行進には多摩新婦人コーラスが参加し、行進を歌で励ましました。（大熊 啓） 

７月 22 日には埼玉からの行進が板橋に到着。通し行進者

で板橋区原水協の山内金久さんの板橋到着歓迎と、埼玉か

らの引継ぎ式がありました。合唱団北星・合唱団しじゅうか

ら・板退教うたおう会ほか、北部のうたごえ 20数名が、作曲

者でもある木下そんきさんのアコーディオン、松平晃さんのト

ランペットで「青い地球を」を歌いました。集会後、北区中央

公園までの約５km を、荒馬座の太鼓を先頭に 200 名の隊列

で行進、うたごえの仲間は沿道の皆さんに行進参加を呼び

かけ歩きました（合唱団しじゅうからニュースより抜粋） 

７月 24 日、平和行進北海道→東京コースの最終日。新宿コース

には事務局大熊が参加。統計オンチコーラスの柳さん、東京紫金

草合唱団の伊藤さんも、職場や地域から参加していました。後半

は新宿原水協から「車に乗って歌って！」と声をかけていただいて、

宣伝カーからうたごえを響かせました。上野公園の集結には、北

部コース、東部コースにも参加していたにんたま合唱部や合唱団 

しじゅうからの仲間も合流、松平晃さんと、通し行進者山内金久さんのトランペットも加わって（上写

真）、賑やかなうたごえ楽団で集結を盛り上げました。（事務局 大熊） 

その他、7月23日の杉並コースには電通西南コーラスの外山さん、同日北区コースに北区新婦人コ

ーラスローズウェーブの大橋さん、７月２４日の足立コースには足立のうたごえが参加するなど、今年

も都内各地の平和行進にうたごえが響きました。（うたごえ新聞でも報道されています） 

★7 月 12 日・13 日 関東・東京のうたごえ交流会（栃木県日光市） 

 「田中正造を現代に生かす会」事務局長の飯田進

さんの講演を聞き、足尾鉱毒事件で被害を受けた住民

の生活と命を守る為闘った田中正造に感動しました。

住民の命と生活より企業を擁護した明治政府、福島の

事故がまだ終わらないのに、原発の再稼働を狙う安

倍内閣、政府の姿は、100 年以上経っても同じです。 

夕食交流で東京のうたごえは「自由よ」と「青い空は」を歌いました（上写真）。その後の部屋交流

では、飯田先生を交えて交流を深めました。（合唱団北星：山崎 慶晴） 
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第４・５回常任委員会報告 

７月７日、第４回東京のうたごえ協議会常任委員会が 16 名の参加で行われました。この日の議題

は、全国組織活動者会議を終えて、スクラムコンサート、合唱発表会に向けて、連帯活動、その他の取り

組みについてでした。全国組織活動者会議には東京のうたごえからは１４人が参加し、うたごえ新聞の

拡大や協議会・サークル建設などについて論議をしました。参加者からの感想は「うたごえ新聞拡大の

論議に時間の大半が割かれていた印象。もっとサークル運営の悩みなども交換したかった」という声

がありました。また、全国協議会より、「うたごえ新聞創刊 60 周年記念事業・列島中で巻き起こそう

「うた新まつり」が提起され、それを受けての対応を協議しましたが、開催日程などで意見がまとまら

ず、四役で再度検討し次回に改めて論議することになりました。 

 スクラムコンサートに向けては、実行委員会より報告があり、この日は予算の考え方について、合唱発

表会財政と合わせて組むことを確認しました。また、合唱発表会に向けては、地域合唱発表会への協

議会からの講評委員派遣について相談をしました。 連帯活動としては、医療のうたごえ祭典 in 東京

（9/13）に向けての準備、また「赤旗まつり」からの演奏依頼についての対応などが論議されました。ま

た、8/30 のサークル代表者会議で何を深めるかを検討したほか、関東交流会、平和行進東京コースに

ついての参加呼びかけがあり、原発ゼロ金曜日行動には中央合唱団が取り組むと報告がありました。 

７月２９日、第５回東京のうたごえ協議会常任委員会が１２人の参加で行われました。体調不良などで

欠席の方が多かったです。この日の議題は、サークル代表者会議に向けて、全国うた新まつりについ

て、合唱発表会・オリジナルコンサートに向けて、みやぎ祭典に向けて、普及・教育活動などでした。 

 サークル代表者会議に向けては、４年後を見据えて、今広がっている「正」の部分と、４年後を考えると

不安を感じる「負」の部分を掘り下げて、サークル・協議会活動について深めることを重視することが確

認されました。全国うた新まつりについては、全国協議会から日程・ゲストに関してもほぼ選択肢のな

い中で提案されたことに対しての異論が出されたほか、提案されている日程（4/18・19）が、統一地方

選挙の一週間前であること、東京の総会を終えてメーデーやＮＰＴ再検討会議など多忙な時期である

ことなど、困難という意見も出され、積極論と慎重論で結論が出せず、もう１回改めて論議をすること

になりました。 

 合唱発表会・オリジナルコンサートに向けては、地区合唱発表会の講評委員派遣の確定に向けての相

談がされました。 みやぎ祭典については、合同登録を進めていくことが呼びかけられたほか、合同練

習の計画についても提案がされました。普及・教育活動としては、うたごえ新聞拡大についてと、季刊

日本のうたごえ最新号の積極的な活用が呼びかけられました。事業普及としては、みやぎ祭典楽譜

集、ＮＰＴ歌集が紹介されました。 

 また、連帯活動として 7/30ＪＡＬ一斉宣伝行動への参加などが呼びかけられたほか、原発ゼロ金曜日

行動について、男声合唱団うでまくらが取り組むと報告がありました。 

★医療のうたごえ祭典 in 東京（9/13 スクエア荏原）の成功へ連帯しよう！ 

うたごえ新聞 9/1 号でも紹介されていますが、医療のうたごえ祭典 in 東京では、東京のうた

ごえによる歓迎演奏が取り組まれます。合同練習会も行われますので、ぜひご参加ください！ 

合同練習会 ９月 8 日（月）18：30～ 大久保地域センター４Ｆ多目的室 

歓迎演奏  ９月 13 日（土）13：00 よりイベントホールでリハーサル、本番は 15：30 

              500 円の参加費にご協力をお願いします。 
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♪おたよりありがとう♪      

今月は、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第 100 号・101 号、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер7～9、

南部合唱団より「なんぶ」No.798・799、東京紫金草合唱団より「紫金草ニュース」第 115 号・116 号、み

なと合唱団より「ハーモニー」No.312・313、三多摩うたごえ協議会より「あんだんて」No.2～4、日本シニ

ア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」No147・148、音楽センターより「事業普及だより」No.7 をい

ただきました。また、うたごえの店「家路」より暑中見舞いをいただきました。 

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）  

9 月 01 日（月） 第６回常任委員会 音楽センター会議室 

9 月 02 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

9 月 04 日（木） 戦争させない！９条壊すな！総がかり行動 日比谷野外音楽堂 

9 月 06 日（土） 三多摩南部うたごえフェスティバル 調布グリーンホール小ホール 

9 月 07 日（日） 北部のうたごえフェスティバル 成増アクトホール 

9 月 07 日（日） 第７５回指揮考座 音楽センター地下ホール 

9 月 08 日（月） 医療のうたごえ祭典に向けた合同練習会 大久保地域センター多目的室 

9 月 09 日（火） うたごえ喫茶くにたちうたＯＨ！会 さんせいホール 

9 月 13 日（土） 医療のうたごえ祭典ｉｎ東京 スクエア荏原イベントホール 

9 月 14 日（日） 新宿のうたごえ合唱発表会 新宿箪笥ホール 

9 月 15 日（月） 東部のうたごえミニ祭典＆合唱発表会 西新井文化ホール（ギャラクシティ） 

9 月 16 日（火） 第４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 

9 月 17 日（水） 千代田区合唱発表会 板橋文化会館小ホール 

9 月 21 日（日） 江戸やっこまつり 府中芸術の森ふるさとホール 

9 月 23 日（火） 調布狛江合唱団 50 周年レセプション 調布市文化会館たづくり大会議室 

9 月 23 日（火） 西部のうたごえ合唱発表会 方南会館 

9 月 23 日（火） さようなら原発★全国大集会＆大行進 代々木公園 

9 月 23 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

9 月 24 日（水） 第６４回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

9 月 25 日（木） クミコと歌おう大うたごえ喫茶 たましん RISURU ホール 

9 月 26 日（金） ニューアンサンブルアコルデ アンサンブルの夕べ 仙台市宮城区文化センター 

9 月 26 日（金） 核兵器廃絶国際行動デー  

9 月 28 日（日） 南部音楽フェスティバル 大田区民センター 

9 月 30 日（火） 東京のうたごえ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 01 日（水） 第５回スクラムコンサート実行委員会  

10 月 06 日（月） 第７回常任委員会 音楽センター会議室 

10 月 10 日（金） きたがわてつ 39 コンサート 四谷区民ホール 

10 月 12 日（日） 東京のうたごえ合唱発表会＆オリジナルコンサート サンパール荒川 

10 月 13 日（月） 東京のうたごえ合唱発表会＆スクラムコンサート サンパール荒川 

 


