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2015 年もどうぞよろしくお願いいたします！ 

今年は、戦後・被爆 70 年という大きな節目の年であり、５年

に一度のＮＰＴ（核不拡散条約）再検討会議が、ＮＹ国連本部で

行われる年でもあります。「被爆者が生きているうちに、核兵器完

全禁止の実現を」の声を、署名に託してＮＹに届けましょう。 

一方で、過激派組織「イスラム国」による日本人殺害の衝撃が、

日本中を包んでいます。テロや暴力行為は絶対に認められること

ではありませんが、テロとの戦いをことさら強調する政府の姿勢

にも恐ろしいものを感じます。 

「二度と戦争はしない」と焦土の中から誓って 70 年を迎える

日本、戦争における唯一の原爆被爆国として、平和憲法をもつ国

として、今年は大きな正念場を迎えます。 

また、うたごえ運動の中を見ると、機関紙である「週刊うたごえ新聞」の、創刊 60 周年でも

あります。これを記念して全国で「うたごえ新聞まつり」が取り組まれ、その皮切りは東京から、

４月１８日（土）スクエア荏原イベントホールで開催されます。 

核兵器廃絶、憲法まもれ、そして人々の暮らしに根ざした要求を歌にして、これらの行動と、

うたごえ新聞まつりを、東京のうたごえの仲間みんなの力で成功させていきましょう！ 
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東京のうたごえ協議会 

2015 年度総会のお知らせ 

３月 15 日（日） 10：00～17：30（予定） 

港区勤労福祉会館（ＡＭ）／東京都障害者会館（ＰＭ）

※隣同士の建物です 

JR 山手線、京浜東北線 

「田町」駅西口（三田口）より 徒歩 5 分 

  地下鉄浅草線、三田線 

「三田」駅 A7 出口より徒歩 1 分 

■学習企画■ 核兵器廃絶をめぐる世界情勢と、

草の根の力で広がる自治体との共同（仮題）

講師 大越 文さん… ２０１０ＮＰＴうたごえ代表団参加、

同年、東京-広島を通し行進、 

現在は日本原水協事務局。 

2015 年 東京のうたごえ主な予定 

３月15日（日） 

 東京のうたごえ協議会総会 

４月18日（土） 

 うたごえ新聞まつりin東京 

５月９日・10日（土・日） 

 東日本合唱講習会 

上尾コミュニティーセンターにて 

６月６日・７日（土・日） 

 東日本郷土講習会 

 代々木オリンピックセンターにて 

１０月３日（土）・10日（土） 

 東京のうたごえ合唱発表会 

練馬文化センター小ホールにて 

3 日 小編成→一般Ｂ→職場→スクラム 

１０日 交流→女性→一般Ａ→オリジナル 
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★サークル代表者会議（1/12 武蔵野スイングホール）  

2014 年度第２回サークル代表者会議には 50 人が参加し、日本のうたごえ 70 周年に向けて、様々

な悩みや課題を出し合いました。「こういう場所が年２回では足りない、もっとやってほしい」という感

想も出されるなど、充実した会議となりました。日本のうたごえ全国協議会元幹事長（会長）の、浜島

康弘さんを講師に、うたごえ運動の歴史と、祭典の意義についてお話をしていただきました。 

講演要旨を掲載いたします。70 周年に向けた論議は、2015 年度総会でも深めますのでご参加を！ 

浜島康弘さん特別講演（要旨） 

うたごえ運動初期の歴史を振り返る 

1945 年終戦。1947 年に復活したメーデーで関鑑子が

指揮を振り「うたごえ運動」を構想。翌 1948 年に中央合

唱団創立、地方公演を経て関西合唱団や名古屋青年合

唱団が誕生、1953 年、内灘闘争支援の中で全国合唱団

会議が開かれ「うたごえは平和の力」を全国スローガンに

決定しました。この年に第１回日本のうたごえ祭典が開催

されるのです。1954 年、ビキニ事件が起こり、「原爆を許 

すまじ」の歌が生まれ、翌 1955 年には日本母親大会、原水爆禁止世界大会が開かれ、うたごえ運動

とともに「日本の三大運動」と称される広がりを見せ、1956 年にはＮＨＫ放送討論会で「うたごえ運動

をどう考えるか」と取り上げられるほどになりました。 

この時期に、うたごえ運動の本質、祭典はどのように興ったかが詰まっている。これは、文字で見て

も面白くない。うたごえ運動 65 周年記念のＣＤ・ＤＶＤ・資料集のパッケージ「うたごえは生きる力」を

もう一回見直してきたが、やはり映像、音源の力はすごい。まだ持っていないならぜひ買うべきです。 

私とうたごえ祭典 

私は 1957 年に第５回日本のうたごえ祭典に参加して、私の人生は一気に持ってかれた。「こんな風

に世の中が変わるのか！」という、内容も多彩で、非常に気持ちのいい祭典だった。 

うたごえ祭典は1953～74まで毎回東京で開催され、地方開催が始まったのは1975年から。1973

年に関鑑子さんが亡くなった事も、一つのきっかけになっているが、その後はほとんどが地方を回り、

東京は 10 年に 1 度くらいのペースに。その間、東京のうたごえ運動はどのようにして来たか。「自分と

うたごえ祭典」について一人一人が考えることも必要。初参加の時の印象は良かったか悪かったか、

良かったならどこが、嫌だったならどこが、本音で出し合う事が、実はあまりやられていない。 

次の世代につなげるには 

70 周年の一番のテーマは、若い世代にどうやってつないでいくかではないかと思う。我々世代が一

生懸命やるのはいいが、それで「もうオシマイ」「後は誰もいない」となっては意味がない。いい例が学

生のうたごえ、昔は凄かったが、今あるか？ ＯＢは歌っているが現役サークルは無い。健在のサークルも

ほとんどがうたごえ運動からは距離がある。そうすると、大学は今もあるのになぜうたごえサークルが

なくなっているのか、今大学ではどんな音楽活動が行われているかを知らなくてはならない。 

愛知祭典の準備でも、「労働組合に協力を申し入れよう」ではダメ。「一緒に労働組合を強くしよう」

「何か力になれることはないか」と声をかけていかなくては。 

合唱発表会では、誰一人サークル名の職場で働いてなくて、みんなＯＢ、でも「職場の部」というサー

クルが増えている。今、職場で広げるのが困難であるのはわかる。ならば 70 周年祭典で、「職場のうた

ごえの新たな方向性」を打ち出そう。そしてそのためには何が必要かを考えよう。（次ページへ） 
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第１０回常任委員会報告 

１月１３日、第１０回東京のうたごえ協議会常

任委員会を１1 名の参加で開きました。風邪が

猛威を振るっており、今回も少人数でした。 

この日の議題は、この間の活動、全国総会

と東京総会に向けて、うた新まつり、ＮＰＴに向

けてと普及活動その他でした。 

この間の活動として、前日開催のサークル

代表者会議の感想交流や、ＪＡＬ文化の集い、

東京母親大会について報告がされました。 

全国総会に向けては、参加する代議員の確

認と、東京として討論で何を発言するかを相

談しました。また、東京総会に向けては議案書

作成のための担当振り分けと、次年度常任

委員体制について確認をしました。 

うた新まつり、そして読者拡大については、

企画の進捗について報告がされましたが、ま

だ未確認のことが多いとして、早急に四役会

議で具体化を進めることを確認しました。読

者拡大に関しては、現申請部数に対する「浮

き」の解消まであと一歩になっており、ニュー

スも力にもうひと踏ん張りを呼びかけました。

ＮＰＴ行動に向けては、新たに参加者がいな

いかを確認したほかは、時間が足りずに深め

ることができませんでした。 

第１１回常任委員会報告 

２月２日、第１１回東京のうたごえ協議会常任

委員会を１４名の参加で開きました。この日の

議題は、東京総会に向けた議案書の討論が

ほとんどでした。 

この間の活動として、調布憲法ひろばや、

JAL 全都一斉宣伝、スクラム交流会議、その

他取り組まれたサークルの演奏会や女性のう

たごえ練習会などが報告されました。 

全国総会に向けて、代議員の参加確認と、

発言の整理を行い、東京総会に向けては議案

書の討論を行い、常任体制についても一定論

議をしました。 

うた新まつりやＮＰＴに向けては論議する時

間が作れず、主に報告にとどまりました。 

今、運動に求められるものは（前ページ続き） 

70 周年に向けて、たくさんの課題がある。例えば、

郷土の歌と踊り、サークルとして弱くなっていないか。

国際的なつながり、韓国との交流は続いているが、

他はどうか。かつての祭典の映像を見ると実に多彩、

そういう意味では現在は、狭い、弱いのではないか。 

私が最初に参加した祭典で一番感動したのは、

「国際子どもの歌のステージ」。世界中の子ども達が

手をつなぎ歌う。まさに世界平和そのものだった。 

また、それらが、日常的な活動の中でのつながりに

なっているか。祭典の時になってつながりを探して、

「現役、若者、子どもはどこに？」なっていないか。 

今、自分たちの「運動の幅が狭い」こと、「圧倒的に

普及活動が弱い」ことを事実として自覚すべき。自分

たちの演奏会に「来い来い」とやっているが、本当に

苦しんでいる人の所に行っているか。 

私の人生を変えた林光さんとの出会い 

かつてのうたごえ運動はロシア（ソビエト）の芸術

運動、社会的リアリズム論の影響が大きかったが、林

光さんはドイツのブレヒトの理論にも学んでいた。「誰

かが言ったからの受け売りではなく、自分で触って良

い悪いを判断しろ」ということを林光さんから学ん

だ。しかし、「自分で触って」と言っても、「活動が忙し

い」、「サークル指導がある」。そう答えると「いいじゃ

ん、誰かに任して来れば」と言われた。「芸術は、今日

を逃したら明日には消えるもの、それを後から誰かの

評価を聞いても力にならない、自分で観なければ」

と。それから私は自分で見る、触るを大切にしている。 

もう一人の林さん、林学さんはすごかった、5 つ下

の私に「どう思う？」と相談してくる。「ほうれんそう」

報告し、連絡し、相談する。今、合唱団でそれができて

いなければ崩壊してしまうことを教わった。 

「つながることは生きること」 

東京大学教授の福島智さんは目が見えない、聴こ

えない。そんな彼に子どもが「生きるというのはどう

いうことですか？」と聞いた。彼は「生きるというのは

つながること」と答えた。見えない・聴こえない彼は、

人と手をつながなければ世界が切れてしまう。 

うたごえも同じで、歌がつなげる、歌でつなげる、

つながることは生きること、つまり「うたごえは生きる

力」なんです。うたごえ 70 周年を見据えて、つながり

を沢山作っていこう。        （文責：事務局 大熊） 
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沢山の年賀状をいただきました♪（団体敬称略） 
日本のうたごえ全国協議会／音楽センター／神奈川のうたごえ協議会／ 

東京平和委員会／東京原水協／東京憲法会議／東京革新懇／新日本スポーツ連盟東京都連盟／ 

東京地方労働組合評議会／東京民主医療機関連合会／東京自治労連／全印総連東京地連／ 

新日本婦人の会東京都本部／東京公務公共一般労働組合／航空労組連絡会／歌舞劇団田楽座／ 

家路／歓多里／うたごえ喫茶「ふる里」／日本共産党東京都委員会／ 

中央合唱団／南部合唱団／合唱団ＴＯＳＥＩ／調布狛江合唱団／杉並ぞうれっしゃ合唱団／東京郵便合唱団／ 

電通西南コーラス／東村山新婦人コーラス・東大和新婦人コーラス／ 

安藤由布樹様／今村肇様／中澤俊之様／橋本のぶよ様／松本良江様／ 

￥事業部よりお知らせ 2015 メーデー歌集 「自由よ！」２月１４日発売予定！￥ 

今年は、日本のうたごえ全国協議会の総会開催に向けて発売準備が進んでいます。主な掲載曲は、メーデーの

定番曲の他に、昨年好評の「これが自由というものか」、ＩＢＭの闘いから生まれた「私はここに立つ」、消費税増税

反対「冗談じゃない税」、そして祭典開催地の愛知からのリクエストで林学作品が２曲、かつての千代田総行動の歌

「足音高く」、朝鮮女子挺身隊訴訟を励ます「誇りを胸に」、加えて愛知祭典テーマソング「今、あなたと」など２１曲。 

消費税があがり、1 冊わずか 100 円のメーデー歌集は消滅の危機 ！ 歌って広げてのご奮闘をお願いします。 

♪おたよりありがとう♪ 

今月は、南部合唱団より「なんぶ」No.805、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」

No252、合唱団この灯より「合唱団この灯ニュース」No464～466、合唱団白樺より「БЕРЁЗКА」Номер13～1、 

合唱団しじゅうからより「しじゅうから」第１０9 号、１１０号、みなと合唱団より「ハーモニー」NO.３１8、日本シニア合唱団

より「日本シニア合唱団ニュース」ＮＯ．１５３、東部のうたごえ実行委員会より「東部のうたごえだより」44、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）  

2 月 14 日（土） ・15（日）2015 年度日本のうたごえ全国協議会総会 愛知県 

2 月 16 日（月） 第９回四役会議 音楽センター会議室 

2 月 17 日（火） スクラム交流会議 東京のうたごえ協議会事務所 

2 月 24 日（火） うたごえ喫茶さんたま屋 さんせいホール 

2 月 25 日（水） 第６９回狛江みんなのうたごえ広場 狛江みんなの広場 

2 月 25 日（水） 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、有楽町マリオン前 

2 月 25 日（水） 第５０回大塚うたごえ酒場 ラパスホール 

2 月 26 日（木） 女性のうたごえ練習会 港区男女共同参画センターリーブラ 

3 月 01 日（日） 3・1 ビキニデー 静岡県焼津文化センターほか 

3 月 02 日（月） 第１２回常任委員会 音楽センター会議室 

3 月 03 日（火） うたごえ喫茶おりじ さんせいホール 

3 月 08 日（日） 国際女性デー ニッショーホール 

3 月 08 日（日） 反原発★統一行動 大集会・巨大請願デモ・国会大包囲 日比谷野外音楽堂・国会議事堂周辺 

3 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 

3 月 15 日（日） 2015 年度東京のうたごえ協議会総会 東京障害者会館、港区勤労福祉会館 


