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北 九 州 う た ご え 連 絡 会 ・ 活 動 の ま と め 

2005(H17)年４月１４日 

月 日 内  容 備   考 

【２００２年】 
  

 ３月 ２日(土) 北九州うたごえ連絡会結成相談会 

→「日本のうたごえ祭典を成功させる

北九州の会」 

《申し合わせ事項》 

① 北九州のうたごえ運動を一緒に進
める 

② うたごえ仲間の交流・親睦を図る 
③ 各種情報の収集・集約を進める 
④ 「日本のうたごえ祭典ｉｎ福岡」の
成功のために力を合わせる 

全生健会館にて 

４団体・１２名参加 

 ４月 ７日( ) 「日本のうたごえ祭典ｉｎ福岡」成功

のための集会→現地実行委員会に移行 

八幡東中央公民館 

 ５月１１日(土) 「熊手銀天街のうたごえ」終了  

 ５月２３日(木) うたごえ喫茶「オレンジュ」開始  

 ６月２２日(土) うたごえ喫茶「マーゴ」開始  

 ６月２２日(土) 「おおくらのうたごえ」開始  

１１月２１日(木) うたごえ喫茶「オレンジュ」終了 ７回実施 

１０月２６日(土) 福岡県のうたごえ祭典 大牟田 

１１月２９日(金) 

 ～１２月１日(日) 

日本のうたごえ祭典ｉｎ福岡 ２９日：合唱発表会 

３０日：音楽会(北九州・九州厚生年金

会館) 

１日：音楽会(福岡・サンパレス) 

１２月 ８日(日) 平和のための戦争展 門司港駅 

「平和の旅へ」演奏 

【２００３年】 
  

１月１０日(金) うたごえ喫茶「クルクル」終了 ２００１年１２月～ 

１４回実施 

３月１４日(金) 黒崎のうたごえ「ビッグママキッチン」

開始 

毎月第２金曜日 

３月１５日(土) 戦争反対・八幡西集会  

３月１６日(日) 福岡県のうたごえ協議会総会 福岡市 

３月１６日(日) 北九州うたごえ連絡会結成 

「日本のうたごえ祭典ｉｎ福岡」の成

功を受けて，再スタート 

《申し合わせ事項》 

２００２年の申し合わせ事項を確認 

参加団体 

・ 北九州青い空合唱団 

・ 新日鉄八幡うたう会 

・ 女声合唱団ビオレッティ 

・ 北九州うたごえ創作会議 

・ 福岡音楽センター 

・ 個人(２名) 

代表：山本氏 
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月 日 内  容 備   考 

 ３月３０日(日) 北九州うたごえ創作会議・第６回発表

会 

レインボープラザ 

 ５月 １日(木) メーデー 新勝山公園 

 ５月 ３日(土・祭) 憲法集会 スミックスホール 

「いとし子よ」「MY BOY」「その手

の中に」「みどりの風に光る町」「今こ

の時代に」 

 ５月２２日(木) 第１回定例会議 ４名参加 

事務局：山田 

 ５月２９日(木) 第２回定例会議 ５名参加 

 ６月 ７日(土) 女声合唱団ビオレッティ・セカンドコ

ンサート 

ムーブ 

 ６月１２日(木) 第３回定例会議 ８名参加 

 ６月１４日(土) レインボー・ピースライブ ラパス主催 

 ７月 ６日(日) 北九州母親大会 若松市民会館 

分科会「広げよう平和のうたごえ」 

①うたう会：司会・山本，荒牧/伴奏・

赤木 

②講演  ：講師 園田鉄美氏 

③合同演奏：「行って見ようよ」「その

手の中に」「人間の歌」「平和の旅へ」「今

この時代に」 

指揮・小森/ピアノ・中島 

参加：８０名以上 

 ７月１０日(木) 第４回定例会議 ５名参加 

 ７月１２日(土) 

  ～１３日(日) 

九州のうたごえ創作合宿 大分 

 ７月１９日(土) 平和行進 レインボープラザ：歓迎演奏 

黒崎駅前    ：宣伝行動 

 ８月 ４日(月) 平和のための写真展 小倉・松田楽器 

 ８月 ８日(金) 

  ～９日(土) 

原水禁大会(長崎) 参加者で「平和の旅へ」などを演奏 

 ８月２８日(木) 第５回定例会議 ５名参加 

 ８月３０日(土) レインボーうたの広場・開始  

 ８月３０日(土) 原水禁大会報告集会 黒崎公民館 

簾，山本 

「折り鶴」「青い空は」「原爆を許すま

じ」演奏 

入場数：約３０名 

 ９月１１日(木) 第６回定例会議 ５名参加 

 ９月１４日(土) 無名戦士追悼会 レインボープラザ 

「同志は倒れぬ」「命の限り」 

伴奏・岡崎 １５名参加 
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月 日 内  容 備   考 

 ９月２０日(土) ケアワーカーズステーション帆柱・５

周年 

レインボープラザ 

指揮・小橋/伴奏・簾 

「花をおくろう」「緑の風に光る町」開

幕演奏 ３２名参加 

 ９月２１日(日) 長崎のうたごえ祭典 渡辺千恵子さん没後１０周年 

「平和の旅へ」九州合同演奏 

 ９月２１日(日) 福岡県の母親大会 福岡市 

「一本の鉛筆」「世界がもし１００人の

村だったら」合同演奏 

 ９月２３日(火・祭) 福岡県のうたごえ祭典 福岡市 

入場数５８０名 

１０月 ４日(土) 

  ～５日(日) 

九州のうたごえ祭典 大分 

「悪魔の飽食」合同演奏 

１０月 ９日(木) 第７回定例会議 ６名参加 

１０月１１日(土) レインボーうたの広場 歌集作成：５０部 

１０月２４日(金) 自由法曹団全国集会 シーホークホテル 

「地底の歌」「有明から(２・３)」「この

勝利ひびけとどろけ」合同演奏 

歌い手４０～５０名 

聞き手４２０～４３０名 

１１月１４日(金) 

～１６日(日) 

日本のうたごえ祭典 長野 

福岡県からの参加者８０名以上 

１１月２３日(日) 北九州青い空合唱団演奏会 ムーブ 

「悪魔の飽食」合同演奏８０名 

青い空の出演者２１名 

入場数４６０名以上 

１１月２７日(木) 第８回定例会議 ８名参加 

１２月 ６日(土) 

  ～７日(日) 

平和のための戦争展 若松市民会館 

７日に「悪魔の飽食」合同演奏 

歌い手５０名以上 

聞き手６０～７０名くらい 

１２月 ７日(土) 福岡アコーデオンクラブ発表会 演奏１２名 

聞き手６０名くらい 

１２月１１日(木) 第９回定例会議 １０名参加 

１２月１３日(土) レインボーうたの広場・最終回  

１２月２０日(土) イラク派兵反対署名活動 小倉・勝山橋 

１２月２０日(土) 奥野まり子・ミニコンサート 響ホール・リハーサル室 

１２月３０日(火) 

  ～１月２日(金) 

沖縄・あかつきの大合唱 参加者：久田見 

【２００４年】 
  

 １月 ８日(木) 地区労連旗開き 大谷会館 

「今この時代に」「その手のなかに」「人

間のうた」合同演奏 

指揮・小森/伴奏・簾，山田 
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月 日 内  容 備   考 

 １月１２日(月) 県祭典・企画検討会  

 １月２２日(木) 第１０回定例会議→中止 大雪のため中止した 

 １月２４日(土) 九州のうたごえ祭典・実行委員会 参加者：綾 

 １月３０日(金) 

  ～２月１日(日) 

日本平和大会 沖縄 

参加者：久田見 

 ２月１２日(木) 第１０回定例会議 ６名参加 

 ２月２９日(日) 新日鉄八幡うたう会・ミニコンサート 行橋市 

 ３月 ６日(土) イラク戦争反対・八幡地区集会 黒崎・三角公園 

 ３月 ６日(土) 日本のうたごえ協議会総会・報告会  

 ３月１２日(木) 第１１回定例会議 ８名参加 

 ３月１４日(日) 北九州うたごえ創作会議・発表会 レインボープラザ 

 ３月１９日(金) 「核も戦争もない平和をめざして」集

会 

黒崎・コムシティ 

「青い空は」「折り鶴」「その手の中に」

「今この時代に」「原爆を許すまじ」合

同演奏 

指揮・岡崎/伴奏・中島，簾，山田 

 ３月２０日(土・祭) 県民集会 福岡市・冷泉公園 

 ４月 ８日(木) 第１２回定例会議 ７名参加 

 ４月１４日(水) 福岡県のうたごえ祭典・企画検討会  

 ４月１５日(木) 平和行動 小倉駅前 

 ４月２４日(土) 平和行動 黒崎・三角公園 

 ４月２５日(日) 福岡県のうたごえ協議会・総会 

県祭典・第１回実行委員会 

オリオンプラザ 

 ４月２９日(木) 憲法集会 スミックスホール 

「MY BOY(新日鉄)」「うばわれし初

恋(ビオレッティ)」「日本国憲法前文」

「今この時代に」「ストップ・ザ・ウォ

ー」 

合同演奏指揮・小橋/伴奏・中島，山田

６回の合同練習を実施 

 ５月 １日(土) メーデー 新勝山公園 

「今この時代に」「がんばろう」合同演

奏 

指揮・小森/伴奏・岡崎，簾，山田 

うたごえ広場も開設 

 ５月１３日(木) 第１３回定例会議 ７名参加 

 ５月１５日(土) 北九州母親大会 芸術劇場 

「日本国憲法九条・新しい憲法の話」

「あなたに」合同演奏 

指揮・小橋/伴奏・小森 

 ５月１７日(月) ＴＯＴＯ釘宮過労死訴訟・和解報告集

会 

弁護士会館 

「真実を求めて」合同演奏 

５月２７日(木) 県うた・第１回現地実行委員会 １１名参加 
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月 日 内  容 備   考 

６月 ６日(日) 九州合同練習 宮崎 

宮崎県母親大会で「平和の旅へ」演奏

６月１０日(木) 県うた・第２回現地実行委員会 １０名参加 

６月１３日(日) 北九州合同練習  

６月１９日(土) 

 ～２０日(日) 

九州創作交流会 熊本 植木 

６月２０日(日) 九州合同練習 熊本 

６月２４日(木) 県うた・第３回現地実行委員会 １３名参加 

７月 ８日(木) 県うた・第４回現地実行委員会 １２名参加 

７月１１日(日) 北九州合同練習  

７月１７日(土) 

 ～１８日(日) 

合唱・指揮講習会 八幡東中央公民館 (県協議会主催) 

講師：守屋博之氏，山田克子氏 

７月１８日(日) 平和行進・集結 レインボープラザ(中央町) 

７月１９日(月) 平和行進・集結 戸畑駅前 

７月２２日(木) 県うた・第５回現地実行委員会 ８名参加 

７月２５日(日) 緑町診療所５０周年行事  

７月２７日(火) うたの広場「のどか」開始 青い空合唱団主催 

毎月第４火曜日 

７月２９日(木) 県うた・第６回現地実行委員会  

８月 ７日(土) 日本共産党創立８２周年記念集会 「憲法九条」「あたらしい憲法の話」「わ

が母のうた」 

８月 ９日(月) 原水禁世界大会・長崎大会  

８月１０日(火) 全国教育科学研究集会 北九州国際会議場 

「子どもを守る歌」「ジグザグデコボ

コ」「教育基本法の歌」合同演奏 

８月１２日(木) 県うた・第７回現地実行委員会 １１名参加 

８月２６日(木) 県うた・第８回現地実行委員会 １３名参加 

８月２９日(日) 九州合同練習 熊本 

９月 ９日(木) 県うた・第９回現地実行委員会 １４名参加 

９月２３日(木) 県うた・第１０回現地実行委員会 １３名参加 

 ９月２６日(日) 福岡県のうたごえ祭典 響ホール 

テーマ「輝けいのち まもろう平和

あなたと」 

合唱発表会出演：２６団体，延べ３９

６名，重複を除き２８０名 

音楽会出演：「アメイジング」９０名，

「森田ヤエ子」８５名 

１０月 ９日(土) 平和のための戦争展 ウエル戸畑 

「ヒロシマのある国で」「アメイジン

グ・グレイス」「憲法九条」 

１０月１０(日) 

  ～１１日(月・祭)

九州のうたごえ祭典 宮崎 

１０月１７日(日) 福岡県母親大会 春日市 

１０月２８日(木) 県うた・第１１回現地実行委員会 １２名参加 
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月 日 内  容 備   考 

１１月 ７日(日) 福岡県赤旗まつり 高炉台公園 

１１月 ７日(日) 福岡アコーデオンクラブ・発表会 福岡市 

１１月１１日(木) 第１４回定例会議 ８名参加 

・おおかわうたう会加入 

・ビオレッティ脱退 

１１月１４日(日) 福岡県赤旗まつり 高炉台公園 

１１月２０日(土) 

  ～２２日(月) 

日本のうたごえ祭典 沖縄 

１２月 ９日(木) 第１５回定例会議 ７名参加 

エデュカス２００２加入 

【２００５年】 
  

１月 ７日(金) 地区労連旗開き 大谷会館 

「人間の歌」「わが母のうた」「みんな

元気か」合同演奏 

約２５名参加 

１月１０日(月・祭) 「平和の旅へ」合唱団・第１回準備会 ４名参加 

１月１３日(木) 第１６回定例会議 ６名参加 

１月２０日(木) 教育のうたごえ祭典・第１回実行委員

会 

 

２月 ３日(木) 「平和の旅へ」合唱団・第２回準備会 ４名参加 

２月１０日(木) 第１７回定例会議 １２名参加 

２月１７日(木) 教育のうたごえ祭典・第２回実行委員

会 

 

２月２６日(土) 福津市うたう会  

３月 ３日(木) 「平和の旅へ」合唱団・第３回準備会  

３月 ８日(火) 国際女性デー・小倉 ムーブ 

青い空＋エデュカス２００２で合同演

奏 

「教育基本法のうた」「ビリーブ」「ぞ

うれっしゃ」 

３月１０日(木) 第１８回定例会議 １１名参加 

３月１７日(木) 教育のうたごえ祭典・第３回実行委員

会 

 

３月２０日(日) 「ぞうれっしゃ」第１回練習  

３月３１日(木) 「平和の旅へ」合唱団・第４回準備会  

４月 ３日(日) 「平和の旅へ」第１回練習  

４月１４日(木) うたごえ連絡会・総会  

 


