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 2014年も押し迫り、来年2015年は戦後・被爆70年の節目です。そして、うたごえ運動の機関紙「週刊うたごえ

新聞」も創刊60周年を迎えます。ＮＰＴ再検討会議など、取り組みも盛りだくさん！ 2014年で広げた財産を、2015

年にも活かしていきましょう！    
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★★★★「ＮＰＴ「ＮＰＴ「ＮＰＴ「ＮＰＴ再検討会議再検討会議再検討会議再検討会議」」」」にににに向向向向けてけてけてけて        ～～～～新宿新宿新宿新宿のののの取取取取りりりり組組組組みよりみよりみよりみより                                         

2015 年は被爆 70 年、そして４月下旬から「ＮＰＴ

再検討会議」が５年ぶりに開催される反核・平和運動に

とっては節目の年です。この機会に平和を希って活動す

る方や諸団体が交流・連帯する企画を実現したいと中央

合唱団発で「戦後・被爆 70 年 ＮＰＴ再検討会議代表派

遣 平和のつどい（仮称）」を準備中です。３月 28 日（土）

四谷区民ホールにて、14：00 開演予定。 

新宿のうたごえ連絡会では会場おさえなど協力して

いただき、各団体でとりくみを具体化中。１月の実行委

員会スタートに向け、現在新宿区内の諸団体に呼びかけ

をすすめているところです。新婦人新宿の方からは「区

内の諸団体それぞれ頑張っているが、なかなか連帯活動

が出来ていない。この呼びかけは『待ってました！』と

いう感じ」と実行委員会参加を快諾していただきまし

た。新宿民商や区労連からも協力のお返事をいただいて 

います。ともしび合唱団も「ＮＰＴ代表をすでに決めました。当日ともしび合唱団はうたごえ

喫茶の仕事が入っているのですが、オールともしびの力でシングアウトなど協力する方向です」

と嬉しいお返事。 

「平和のつどい」では平和と核兵器廃絶への思いを交し合い、歌あり、様々な出し物あり、展

示やバザーありの楽しい文化交流企画をめざしています。子どもたちや高校生と一緒に歌う合同

合唱団や、青年の舞台も実現したいと思います。ＮＰＴ再検討会議代表に決まった方はもちろん、

東京のうたごえのみなさん、ぜひ合同合唱団への参加やご協力をお願いいたします。 

※第１回実行委員会は１月２０日（火）19：00～20：00/戸塚区民センターＢ１「集会室２」 

（中央合唱団：轟 志保子） 

 皆さまの「NPT 再検討会議」の各団体・サークルの取り組みの報告をお待ちしています。 

 【被爆 70 年 NPT・ＮＹ行動に向けての歌集「僕のつくる道 Road to NEW YORK, 2015」

一冊５００円（内１００円はＮＰＴ行動代表派遣団のカンパ）】は学習資料も満載！！ぜひ都内各地

の派遣運動と結んで「学習うたう会」の開催を取り組みましょう！ 

歌集とタイアップしてのＣＤも講評発売中！アピールウォークでも使えると各地で好評です！ 
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★★★★    統計統計統計統計オンチコーラスオンチコーラスオンチコーラスオンチコーラス創立創立創立創立 60606060 周年周年周年周年コンサートコンサートコンサートコンサート 2014201420142014    （（（（12/1412/1412/1412/14）））） 

衆議院選挙の投票日と重なり、厳しい日程でしたが、

職場の職員やＯＢ、うたごえの仲間、友人、家族らが沢山

駆けつけてくれ、戸山生涯学習館ホールは総勢 140 人余

でいっぱいになりました。 

   ｢仲間のうた｣で開幕し、第１部は、クリスマスソング、

「風よふるさとよ」や木下そんき先生作曲の「ブーゲンビリ

ア花咲くハノイよ」を演奏後、そんき先生に自ら指揮をし

ていただいて会場全員で「花には太陽を子供らには平和

を（櫛田ふき作詞/木下そんき作曲）」を合唱しました。 

  創立当時、オンチコーラスの指導者であった早稲田大学生のそんき先生と創立者の一人石井暁子

さん（現在も会員として活動中）の「結成当時を振り返って」のトークは、そんき先生がオンチコーラス

（その当時はまだ名前がなかった）の指導に来て下さることになったいきさつや、その頃歌っていた曲、

また、中庭で歌っている 300 人に対する当局の嫌がらせなど、会場中が聞き入りました。 

  友情出演の葛西おんちコーラスのやさしい歌声や男声合唱団うでまくらの若く力強い反戦歌は、

コンサートに厚みを与えてくれました。第 2 部では、曲のコメントや来年実施の国勢調査のコントを交え

て、創立当時からの創作曲９曲をメインに、最後は、葛西おんち、うでまくらの仲間と共に「こころひと

つに」「今この時代に」をうたって締めくくりました。 

  たくさんの仲間や家族らに支えられて、６０年を迎えることができ、うれしく思いました。本当にあり

がとうございました。                                 （統計オンチコーラス代表  大屋 和世） 

都内都内都内都内各地各地各地各地でででで演奏会演奏会演奏会演奏会・うたう・うたう・うたう・うたう会会会会、、、、がががが開催開催開催開催されされされされましましましましたたたた。。。。    

事務局に届いたお便りを掲載します。 みなさまの取組をどんどんお寄せ下さい。お待ちしています。 

♪♪♪♪原発原発原発原発ゼロゼロゼロゼロ官邸包囲行動官邸包囲行動官邸包囲行動官邸包囲行動 

１２月２６日、2014 年最後の官邸

包囲行動が呼びかけられ、東京の

うたごえから、新宿の男声合唱団

うでまくらが参加しました。 

この日も、官邸包囲を通じて交

流が生まれている日本音楽協議会

（日音協）のみなさんと、日音協の

オリジナル原発ゼロソングや、うた

ごえも「ポートラジウム物語」「青い

空は」、そして先日亡くなられた笠

木透さんを偲んで「私の子どもたち

へ」を歌い交わしました。 

（事務局長 大熊 啓） 

♪♪♪♪    北部忘年北部忘年北部忘年北部忘年うたううたううたううたう会会会会（（（（12/912/912/912/9    板橋板橋板橋板橋グリーンホールグリーンホールグリーンホールグリーンホール））））    

衆議院選挙の最中で参加者が少ないのではと心配した

が44名が参加し、サークルの出し物もあり、大いに盛り上が

りました。今回も昨年に続きビール・ワイン等飲み物や気仙

沼から取り寄せた水産物を販売し好評でした。 

（北部のうたごえ協議会 山崎 慶晴） 
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♪♪♪♪西南西南西南西南コーラスコーラスコーラスコーラス第第第第３２３２３２３２回回回回うたごえカフェうたごえカフェうたごえカフェうたごえカフェ    

５３年“うたごえ”を響かせています。１２月１９日、６０

名を超す参加者で楽しく開催されました。テーブル

の上はシクラメン、お寿司にサンドイッチ、手づくり

のリンゴケーキ、バナナケーキ、ワインやお菓子に

みかんが所狭しと並んで、とても７００円会費とは

思えない大盤振る舞い。(準備は大変でした・・・) 

この日のためにジョンラター作「クリスマスﾗﾗﾊﾞ

ｲ」のクリスマスキャロルを原語で仕込んでプレゼン

トしました。また５０年歌いづづけた来た、外山さん

が５０周年記念に「ひとつぶの涙」「すべてか無か」

を披露して盛り上げました。 

大熊事務局長がうたごえ新聞の購読を訴えて、

２名の申し込みがあり大きな成果になりました。 

（電通西南コーラス 外山 靖雄） 

第第第第９９９９回常任委員会報告回常任委員会報告回常任委員会報告回常任委員会報告    

１２月１日、第９回東京のうたごえ協議会常任委

員会を１２名の参加で開きました。寒い日が続き、

風邪で欠席の方が多く、少ない参加でした。 

この日の議題は、この間の活動、次年度合唱

発表会について、サークル代表者会議に向けて、

うた新まつりと読者拡大、NPT 再検討会議ＮＹ行

動について、普及活動・連帯活動その他でした。 

この間の活動としては、みやぎ祭典についての

感想や意見が出し合われたほか、同日程開催の

足立のうたごえ祭典も報告がされました。みやぎ

祭典に関しては、音楽会や合唱発表会音進行の

運営についての意見が多く出されました。 

次年度東京合唱発表会に向けては、前回確認

した開催日程では、参加が難しい団体がいると

いう事で、再検討の余地があるかどうか論議し

ましたが、現在抑えている会場のキャンセル料が

高額であることや、１年前を切った段階で他の会

場を押さえられる可能性などを考えて、開催日程

の変更は難しいという結論になりました。 

サークル代表者会議については、議題の整理と

進行などについて話し合い、議題は「70 周年祭

典」「うた新まつり」「ＮＰＴ行動」に絞り、とりわけ

祭典について深めるため、ゲスト講師として日本

のうたごえ全国協議会元幹事長(元会長)の浜島

康弘さんを愛知から招いて、2015 年愛知祭典も

含めてお話を聞くことにしました。 

うた新まつりと読者拡大については、企画・予

算について意見交流しました、参加費を決定し、

名刺広告にも取り組みます。読者拡大では、拡大

推進体制が発行したニュースも参考にしながら、

年末の諸行動に常任委員が積極的に参加し、拡

大を訴えるため、分担を行いました。 

ＮＰＴ再検討会議に向けて、地域の原水協など

の派遣運動と手を結んで、学習うたう会を計画し

ていこうと呼びかけがされました。 

その他、三多摩うたごえ協議会が横田基地反

対の運動と連帯しての企画を検討中であること、

2015 年東京母親大会に向けて、ＪＡＬ不当解雇

撤回をめざす文化のつどいなどについて、報告

や呼びかけがありました。 

★第第第第２５２５２５２５回回回回うたごえステーションうたごえステーションうたごえステーションうたごえステーション（12/22） 

17:00～21:30、４時間半の長丁場にのべ30人

が参加していただきました。通りすがりの初参加

が多いのもここの特徴。今回も沢山の方が一瞬

驚き、しかしいつしか一緒に歌い、リクエストも。 

狛江では２００７年から定期的なうたう会の開催

を取り組みつづけ、他の場所でも月一うたう会や

公民館の行事など、のべ 100 回を越えました。 

（調布狛江合唱団 大熊 啓） 
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夏季夏季夏季夏季カンパカンパカンパカンパ、、、、冬季冬季冬季冬季カンパへのごカンパへのごカンパへのごカンパへのご協力協力協力協力、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます！！！！！！！！（（（（冬季冬季冬季冬季カンパはカンパはカンパはカンパは引引引引きききき続続続続きききき受付中受付中受付中受付中！）！）！）！）    

■2014 年夏季カンパにご協力いただいたみなさま（５０音順） 

足立ピースフラワー合唱団、足立保母つくしんぼ、江戸川保育のうたごえサークルふくじゅ草、合唱団北星、コーラスあやね、  

三多摩青年合唱団、女性のうたごえ東京連絡会、新婦人北支部ローズウェーブ、新婦人中央支部コーラス エーデルワイス、 

新婦人練馬コーラスミール、中央区男性コーラス・ヤローズ、通産混声コーラス、電通西南コーラス、東京紫金草合唱団、 

東京郵便合唱団、統計オンチコーラス、東電合唱団きずな、日本シニア合唱団、ブルーメン、みなと合唱団、港新婦人コスモスコーラス、 

■2014 年冬季カンパにご協力いただいたみなさま（５０音順） 

足立教職員合唱団、医療のうたごえ、合唱団白樺、女性のうたごえ東京連絡会・大塚とみ、新婦人コーラス豊島ゆうばえ、 

新婦人中央支部コーラスエーデルワイス、新婦人練馬コーラスミール、杉並ぞうれっしゃ合唱団、墨田区保育園うたごえサークルどんぐり、 

中央区男性コーラス・ヤローズ、通産混声コーラス、東社協保育士会コーラス with、東京紫金草合唱団、ブルーメン、 

北部忘年うたう会、みなと合唱団 

♪おたよりありがとう♪     今月は、東京ナイスミディ合唱団より「東京ナイスミディ合唱団ニュース」No251、

みなと合唱団より「ハーモニー」NO.３１７、東京紫金草合唱団より「紫金草ニュース」第１２０号、１２１号、南部合唱団より

「なんぶ」No.803、804、わりかん歌う会より「わりかん」No.２９６号、合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第１０７号、

１０８号、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер12、三多摩うたごえ協議会より「あんだんて」No.７、男声合唱団うでま

くらより「腕-KAINA-」第４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）  

1 月 06 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

1 月 06 日（火） 日本原水協 6・9 行動 浅草雷門前 

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

1 月 13 日（火） 第１０回常任委員会 音楽センター会議室 

1 月 13 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 25 日（日） 調布憲法ひろば１０周年記念ｺｰﾗｽとﾄｰｸのつどい 調布グリーンホール大ホール 

1 月 25 日（日） 合唱団この灯 2015 年演奏会 ティアラこうとう大ホール 

1 月 27 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

1 月 28 日（水） 第６８回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

1 月 29 日（木） JAL 不当解雇撤回を求める全都一斉行動 錦糸町、池袋、高田馬場、品川、立川各駅前と有楽町マリオン前 

1 月 30 日（木） スクラムコンサート会議 東京のうたごえ協議会事務所 

2015201520152015 年主年主年主年主なななな日程日程日程日程    

3 月 15 日（日） 2015 年度東京のうたごえ協議会総会 会場未定 

4 月 18 日（土） 創刊 60 周年うた新まつり in 東京 スクエア荏原イベントホール 

10 月 03 日（土） 

東京のうたごえ合唱発表会＆スクラムコンサート 

（小編成→一般Ｂ→職場→スクラム） 

練馬文化センター小ホール 

10 月 10 日（土） 

東京のうたごえ合唱発表会＆オリジナルコンサート 

（交流→女性→一般Ａ→オリジナル） 

練馬文化センター小ホール 

11 月 21 日（土） 

～23 日（月・祝） 被爆・戦後 70 年 日本ガイシホール、 


