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★日本のうたごえ祭典 IN みやぎ、大成功！                                  

  11 月 22 日～24 日に渡って開催された日本のうたごえ祭典 in みやぎ、23 日の音楽会には、東京から

も 500 人が参加しました（一般券、指定券、特別賛同チケット含む）。会場は超満員、涙と感動の音楽会後

はそのまま大うたう会へ！ みなさんの感想や被災地企画への取り組みはうた新社へ寄稿を！！ 

 祭典が終わり、一息つけるかと思ったら、今度は衆議院が解散しての総選挙。慌しい師走となりそうです。忘年会

シーズンで人と会う機会も多い時期、ぜひうたごえ新聞の拡大もお忘れなく！！ 
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★10 月 26 日 祭典に向けての練習会    

  北区中央公園文化センターにて、午前は岩本達明

さんをお迎えして赤旗まつりに向けた練習会、午後

は、保育青年合同「風と光と子どもたち」「素晴らしき

世界」、職場男性合同「スクラムひろげて」、職場合同・

いのち合同「こころひとつに」「いのち」、最後は祭典

フィナーレ「私の好きなこの町」「すずめ踊り」そして

「ビリーブ」を練習。長時間の練習会になりました。 

同じ日の午後、港区男女平等参画センターリーブラ

では、本番指揮者の渡辺享則さんを迎え、女性合同

「広い河の岸辺」「さくらんぼの実る頃」も行いました。

★みやぎ祭典実行委員会企画 「仮設住宅でのうたう会」    

2014 日本のうたごえ祭典 in みやぎの企画のひとつ、

被災地仮設住宅うたう会に、みなと合唱団が主催者に

登録。中央合唱団「記念」、三鷹かっこうの応援団を得て

31 名が 11 月 24 日（月・祝）、仙台市若林区の荒井小学

校仮設住宅を訪問してうたう会を開催しました。 

秋のうた、懐かしい歌など、祭典実行委員会が用意し

た特製歌集を使って 1 時間半のうたう会では、被災者の

皆さんに楽しいひと時を過ごしていただいたと思います。

同日午後、合発交流の部でも演奏したオリジナル曲

「帰りたいふるさとへ」には涙して聴いていただき、３年半

以上も経過した今でも、「ふるさと荒浜」を取り戻せないでいる現実の声を、生で聴かせていただいた私

たちは改めて気持ちの引き締まる思いでした。 （みなと合唱団 斎藤） 

2014 年冬季カンパにご協力を！ 

うたごえ運動をさらに広めるため、また東京

のうたごえ専従者の生活資金のために、冬季 

カンパへのご協力

をよろしくお願い

いたします。 

  「カンパするから

ギター持って訴え

に来い！」とのお声

かけもぜひ！ 

（事務局長 大熊） 
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★第３３回足立のうたごえ祭典も大成功！！ 

第 33 回足立うたごえ祭典が 11 月 23 日、私・横川昭の母校、西新井小体育館で開催され、300

名の仲間が集まりました。「はげまし、はげまされるうたごえ」を合言葉に足立地域で頑張って続けて

きました。当日は 11 時 30 分～4 時まで、とても楽しい雰囲気で開催されました。 

オープニングは太鼓合同から始まって、足立のうたごえ祭典テーマ曲「この街を流れる風になって」

を歌い交わしました。今回、日本のうたごえ祭典 in みやぎ祭典の音楽会と日程が重なってしまい、足

立の仲間も多数宮城に参加をしていました。開会挨拶ではその事にも触れながら、同じくみやぎ祭典

に参加している JAL 不当解雇撤回原告団の仲間の闘いも紹介し、足立から歌で連帯をして、仙台ま

でうたごえを届けようと訴えました。 

初参加のサークルや、ギター・ハーモニカ・オカリナなど器楽サークル、ゲストの演奏など盛りだくさ

んで、ソプラノの田賀谷美加里さんの透き通った歌声に会場は割れんばかりの拍手でした。 

花畑共同作業所の仲間もオリジナル曲で参加、労働者合同では JAL の仲間と「あの空へ帰ろう」 

を、石播労働者合唱団は IBM の闘いの歌「わたしは

ここに立つ」を、未来をつくる合唱団（区議団の合唱

団）は「若者たち」を歌い上げました。 

今年の特徴として、シングアウトを 3 回設け、とて

も好評でした。来年の足立祭典は、日本のうたごえ

祭典in 愛知とは重ならず、12 月の第2 日曜日に行

います。ぜひ、東京のうたごえの皆さん、足立祭典

を見に来てください！     （赤シャツの男 横川 昭） 

ＮＰＴ再検討会議・ＮＹ行動うたごえ代表団派遣運動 

東京・各地域からもＮＰＴ代表派遣の準備を始めよう！！

2015 年 4 月～5 月にニューヨーク国連本部で開かれるＮＰＴ（核不拡散条約）再検討会議に向けて、

世界中から核兵器廃絶のメッセージを集めての大行動が呼びかけられています。うたごえ新聞 11/24・

12/1合併号にも詳細が載せられていますが、ぜひ各地域のうたごえからも代表派遣の取り組みを始め

ましょう！！ また、地元原水協など平和団体・労働組合とも連帯しながら派遣運動を盛り上げましょう。 

■大まかな日程 4 月 25 日（土）成田空港出発、同日 22 時ニューヨーク到着 

ニューヨークにて国際行動・署名提出など諸行動を計画中。 

30 日にニューヨーク出発、5 月 1 日（金）成田空港着 

■大まかな費用 43 万円（移動費・滞在費、その他行動経費含む） 

■申込締め切り 第一次〆切 12 月 19 日（金）、第二次〆切 2015 年 2 月末 

ＮＰＴ再検討会議に参加できるわけでもないのに、ニューヨークへ代表を送る意味は？ 

ＮＰＴ再検討会議に向けて取り組まれている署名は、各国政府の代表に届けられます。前回（2010 年）

は、署名の数の多さに突き動かされた国連の責任者、ＮＰＴ再検討会議の議長が「この署名に表された

市民の意志に応える必要がある」と発言しました。会議に直接参加できなくても、被爆国・日本から大勢

の市民がニューヨークに駆けつけて意志を示すことは、国際社会を動かす大きな力になります。 

うたごえ運動は、「原爆を許すまじ」に始まり、常に核兵器廃絶運動とともに歩んできました。うたごえ

は平和の力を、今こそ地域・職場の隅々で実践し、ＮＹ行動でもその役割を果たしましょう！！ 
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★「翼に憲法を！」文化の集いへ参加を！ 

JAL不当解雇を撤回させ争議の一日も早い勝利を

めざす文化のつどい「翼に憲法を」を大きく成功させ

るため、実行委員会は原告団とともに JAL の本拠地

大田区を中心に連日、団体訪問活動を展開していま

す。特に、実行委員長を送り出している大田区職の職

場や羽田空港にはたらく人たちの労働組合の訪問

は、暖かく歓迎されています。当日の中心企画である

音楽構成「翼に憲法を！」は、芝居と合唱の合わせ練習

が始まりました。全体では 6 曲演奏しますが、「あの空

へ帰ろう」「人間の歌」を歌ってくれる仲間の参加を広

く呼びかけています。20 日のリハーサルと当日舞台リ

ハーサルに参加できる仲間はぜひ歌って参加してくだ

さい。（文化のつどい「翼に憲法を！」実行委員会） 

１２月２３日(火・祝) 

大田区民センター音楽ホールにて 

（JR 蒲田駅南口徒歩１０分）13：00 開場、13：30 開演 

協力券 １０００円 

※東京のうたごえでもチケットを扱っています。 

涙と笑いと…            

感動の音楽構成劇

「翼に憲法を！」

構成・脚本 福山啓子

問合せ 03-5705-5716

JAL 原告団 藤田由美子

第 8 回常任委員会報告 

 1 月 10 日、第８回東京のうたごえ協議会常任

委員会が 15 名の参加で開かれました。この日

の議題は、この間の活動のまとめ、次年度合唱

発表会・スクラムコンサートの開催について、う

た新まつり・うた新拡大運動について、ＮＰＴ再

検討会議に向けて、普及・連帯活動その他でし

た。 

 この間の活動としては、東京の合唱発表会・オ

リジナルコンサート・スクラムコンサートを終えて

の感想交流、みやぎ祭典に向けた練習会、赤旗

まつりでの取り組みに関して報告がされました。 

次年度合唱発表会に向けては、10 月３日・10 日

に練馬文化センター小ホールが確保できたこと

が報告され、開催部門の日付などについても論

議しました。スクラムコンサートも、同日程での開

催を前提に、実行委員会は職場や闘いの現状を

交流する場として定期的に会議を持つことも確

認されました。 

 うた新まつり・うた新拡大については、まつりの

企画について意見交流をしたほか、拡大につい

ては片山さん（絹の道合唱団）をリーダーに拡大

推進体制を確認し、未読のサークルなどへの声

かけや拡大ニュースの発行など取り組むことを

決めました。 

 ＮＰＴ再検討会議に向けては、代表派遣の各地

域の取り組み状況を交流し、全国協議会として

の方針を確認しました。普及・連帯活動として

は、年末の事業普及、年明けのサークル代表者

会議、今後の日程などが確認されました。 

★祝！週刊うたごえ新聞創刊 60 周年！ うた新まつり IN 東京開催決定！！ 

うたごえ運動の機関紙・週刊うたごえ新聞が、2015 年に創刊 60 周年を迎えます。 

日本のうたごえ全国協議会・うたごえ新聞社は、この節目に全国各地での「うた新まつり」開催を提起

し、第 1 弾として東京での開催が決まりました。詳しい中身はこれからですが、ぜひ皆さまご予定を！ 

2015 年４月１８日(土)16：30～（予定） スクエア荏原イベントホールにて 

池辺晋一郎さんのトークと池辺さん指揮の合同合唱！！ ゲストは森村誠一さん、壇ふみさんが決定！！ 
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♪おたよりありがとう♪ 

今月は、みなと合唱団より「ハーモニー」NO.316、合唱団この灯より「合唱団この灯ニュース」No461、

東京紫金草合唱団より「紫金草ニュース」第 119 号、電通西南コーラスより｢西南ニュース｣180 号、南部

合唱団より「なんぶ」No.802 、日本シニア合唱団より「日本シニア合唱団ニュース」NO.151、東京ナイス

ミディ合唱団より「東京ナイスミディ合唱団」no249 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。 

♪今後の予定 （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（月） 第９回常任委員会 音楽センター会議室 

12 月 02 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

12 月 03 日（水） 東京ナイスミディ合唱団コンサート すみだトリフォニー小ホール 

12 月 07 日（日） 東京母親大会 調布グリーンホール大ホール 

12 月 08 日（月） うた新拡大＆組織部会 音楽センター会議室 

12 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 

12 月 09 日（火） 北部のうたごえ望年うたう会 板橋グリーンホール 

12 月 10 日（水） スクラムコンサート会議 東京のうたごえ協議会事務所 

12 月 14 日（日） 統計オンチコーラス創立 60 周年コンサート 新宿区戸山生涯学習館ホール 

12 月 15 日（月） 第７回四役会議 音楽センター会議室 

12 月 15 日（月） 新婦人杉並支部コーラスミモザコンサート 杉並公会堂グランサロン 

12 月 16 日（火） 多摩新婦人うたう会 ベルブ永山集会室 

12 月 18 日（木） 西南うたごえカフェ 32 豊島勤労福祉会館大会議室 

12 月 20 日（土） ステッキーズ＆ピースサンデーうたごえ喫茶 都立障害者会館 2Ｆ集会室 

12 月 21 日（日） 石播労働者合唱団 25 周年演奏会 深川江戸資料館小劇場 

12 月 21 日（日） 墨田区保育園うたごえｻｰｸﾙどんぐり 40 周年ｺﾝｻｰﾄ 曳舟文化センターホール 

12 月 22 日（月） 第２５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 23 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

12 月 23 日（火） 翼に憲法を！ＪＡＬ不当解雇撤回文化のつどい 大田区民センター 

12 月 24 日（水） 第６７回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

1 月 12 日（月） 第２回サークル代表者会議 武蔵野スイングホールスカイルーム 

U★第 2 回サークル代表者会議のお知らせ★ 

戦後・被爆 70 周年、ＮＰＴ再検討会議が開かれる 2015 年。うたごえ新聞創刊 60 周年という節目で

もあります。それぞれの取り組みに学びあい、悩みを出し合い、2015 年、そして 2018 年うたごえ運動

70 周年に向けた展望を語り合うため、サークル代表者会議を開催します。会議後は新年会も予定して

いますので、どうぞ積極的にご参加をお願いいたします。 

2015年 1月 12日(月・祝)13：30～16：30 

武蔵野スイングホール10階スカイルームにて（JR中央線「武蔵境」駅徒歩2分） 

U◆新春がんばろうフェスタ開催見送りについて◆ 

2015 年新春がんばろうフェスタは４月１８日「うた新まつり」成功へ集中するため、見送りとなりました。 


