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北 九 州 う た ご え 連 絡 会 ・ 活 動 の ま と め 

200６(H1８)年４月１３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 ４団体・１２名参加 

【２００３年】   

３月１６日(日) 北九州うたごえ連絡会結成 ５団体＋個人２名で結成 

【２００４年】   

９月２６日(日) 福岡県のうたごえフェスティバル 響ホール 

【２００５年】   

４月１４日(木) うたごえ連絡会・総会 １２名参加 

代表：山本/副代表：亀井/事務局：山田 

４月１６日(土) ぞうれっしゃ練習 若園小学校/１３時３０分 

４月１７日(日) 北九州うたごえ創作会議発表会 １６０名以上の参加 

４月２１日(木) 教育のうたごえ祭典・第４回実行委員会  

 ５月 １日(日) メーデー 児童公園(新勝山公園の向かい) 

雨で集会は中止，うたごえはうたう会実施

※旗を使用 

 ５月 ３日(火) 憲法集会 ムーブ/４００名くらい参加 

笠木透と雑花塾の演奏 

 ５月 ７日(土) 祇園町商店街七日市 新日鉄八幡うたう会演奏 

 ５月 ７日(土) 教育のうたごえ祭典・第５回実行委員会  

 ５月 ８日(日) 平和の旅へ合唱団・第２回練習 小倉南生涯学習センター 

指揮，ピアノ＋歌い手３４名 

 ５月１２日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

 ５月１９日(木) 教育のうたごえ祭典・第６回実行委員会  

 ５月２２日(日) ぞうれっしゃ練習 若園小学校/１３時３０分 

 ５月２７日(金) 福津市若木台うたう会 新婦人の主催/山本，高橋(ｱｺｰﾃﾞｵﾝ) 

 ５月２８日(土) 「真珠の首飾り」憲法学習会 生涯学習総合センター/14 時～/２１名く

らい参加 

「ねがい」「青い空は」「今この時代に」「憲

法九条」 

 ５月２９日(日) 第２回・福津市うたう会 福津市中央公民館/１４時 

１２０名～１３０名くらいの参加 

５月２９日(日) 平和の旅へ合唱団・第３回練習 小倉南生涯学習センター 

指揮，ピアノ＋歌い手３２名 

５月２９日(日) 青い空合唱団・平和行動 伊勢丹前 

 ６月 ３日(金) 南部保育園・ぞうれっしゃ練習 南部保育園/１９時 

児童２７名，職員２０名，保護者３５～４

０名/うたごえ２０名 

 ６月 ４日(土) ぞうれっしゃ練習 若園小学校/１３時３０分 

 ６月 ５日(日) 女声合唱団ビオレッティ演奏会 

愛・うたごえは世界をつなぐ 

ムーブ/１４時 

もぎり３５９枚 

 ６月 ５日(日) 福岡県歴教協大会 生涯学習総合センター/14 時～/エデユカ

ス２００２も含め，約２０名 

「教育基本法」「ねがい」「青い空は」「憲法

九条」 

 ６月 ９日(木) うたごえ連絡会定例会議  
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 ６月１１日(土) 大里西部九条の会・設立総会 大里南市民センター/１３時～/集会参加者

７０数名，うたごえ１３名 

「ねがい」「憲法九条」「今この時代に」 

 ６月１１日(土) 

 ～１２日(日) 

九州のうたごえ創作交流会 熊本・植木町宮原温泉 

 ６月１２日(日) 九州合同練習 熊本・五福公民館/１３時 

 ６月１６日(木) 教育のうたごえ祭典・第７回実行委員会 小倉南生涯学習センター 

 ６月１８日(土) 黒崎駅前平和行動 １２名くらい参加 

 ６月１９日(日) 到津の森動物公園・ぞうれっしゃ練習 １０時～ 

 ６月２２日(水) ぞうれっしゃ出張宣伝 南部学童保育所(遠賀町) 

 ６月２３日(木) メーデー ムーブ/１８時～/１４名参加 

「ねがい」「今この時代に」「憲法九条」メ

ーデー歌集 

 ６月２６日(日) 平和の旅へ合唱団・第４回練習  

 ６月２６日(日) 青い空合唱団平和行動 伊勢丹前/１２名くらい参加 

 ６月３０日(木) 平和コンサート検討会  

 ７月 ２日(土) ぞうれっしゃ練習 ムーブ/９時 

 ７月 ３日(日) 九州合同練習 熊本/１０時３０分 

 ７月 ９日(土) 平和の旅へ合唱団練習 指揮，ピアノ＋歌い手３７名 

 ７月１０日(日) 北九州母親大会 

変えたらいけんちゃ憲法 平和と子どもの

未来 

九州国際大学/１０時～ 

３２名参加(エデユカスより８名) 

 ７月１２日(火) 保健生協 九州・沖縄ブロック組合員交流

研修会 

リーガロイヤルホテル/ 

新日鉄八幡うたう会演奏 

集会参加者は４００名以上 

 ７月１４日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ８名参加 

 ７月１６日(土) ぞうれっしゃ練習 倫理会館/藤村氏 

 ７月１６日(土) 教育のうたごえ祭典・実行委員会 生涯学習総合センター 

 ７月１７日(日) 奥野まり子コンサート 

あなたのために 愛 

櫻ガーデン/１１時 

大手町病院２階ロビー/１４時３０分 

 ７月１８日(月・祝) 平和の旅へ合唱団練習 小倉南生涯学習センター 

指揮，ピアノ＋歌い手４７名 

 ７月１９日(火) 平和行進歓迎集会 レインボープラザ/うたごえ１２名 

 ７月１９日(火) 平和コンサート打ち合わせ  

 ７月２３日(土) 

～２４日(日) 

福岡県合唱・指揮講習会 ももちパレス/講師：守屋博之氏，山田克子

氏 

２３日８２名/２４日１０８名/参加者数１

２１名 

 ７月２９日(金) 教育のうたごえ祭典・合同練習 小倉南生涯学習センター/１８時 

「教育基本法」「子どもを守るうた」 

 ７月３０日(土) 憲法ネット総会 レインボープラザ/１４時～ 

 ７月３１日(日) ぞうれっしゃ練習 ムーブ 

 ７月３１日(日) 教育のうたごえ祭典・実行委員会 生涯学習総合センター/１８時 

 ７月３１日(日) 青い空合唱団平和行動 伊勢丹前/１２名参加 

 ８月 ６日(土) 全国教育のうたごえ祭典 in 北九州 

 

輝け子どもたち 

 ひびけ平和のうた 

ムーブ 

大音楽会１５時～１７時 

「ぞうれっしゃがやってきた」「子どもを守

る歌」「教育基本法の歌」 

合唱発表会：１８時３０分～２０時１０分
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もぎり約６００枚，当日券６０枚 

 ８月 ７日(日) 原水禁長崎大会 「大地讃頌」約２７０名，「平和の旅へ」約

２１０名/北九州から２３名参加 

 ８月１１日(木) うたごえ連絡会定例会議 ８名参加 

 ８月１９日(金) 教育のうたごえ祭典・実行委員会 小倉南生涯学習センター 

 ８月２１日(日) 平和の旅へ合唱団練習 小倉南生涯学習センター 

 ８月２７日(土) 平和コンサート打ち合わせ  

 ８月２８日(日) 九州合同練習 熊本 

 ９月 ３日(土) 岡垣九条の会「町民講演会」 東部公民館/１８時５０分/集会参加者１０

０名くらい，うたごえは１７名 

「折り鶴」「青い空は」「ヒロシマの有る国

で」「ねがい」他 

 ９月 ４日(日) 平和の旅へ合唱団練習 福岡と合同練習 

 ９月 ８日(木) うたごえ連絡会定例会議 ８名参加 

 ９月１１日(日) 福岡県母親大会 春日市/１０時 

うたごえ分科会 

守ろう憲法 ひろげよう 愛と平和のうた

～うたごえを生きる力に～ 

 ９月１７日(土) 原水禁大会八幡地区報告集会 八幡東生涯学習センター/１８時 

「折り鶴」「青い空は」「憲法九条」 

 ９月１８日(日) 福岡県合同練習 コミセンわじろ/１０時 

 ９月２２日(木) 平和コンサート・第１回実行委員会 １１名参加 

 ９月２５日(日) 平和の旅へ練習  

 ９月２９日(木) 平和コンサート・第２回実行委員会 ７名参加 

１０月 １日(土) 

 ～２日(日) 

九州のうたごえ祭典 福岡市 

１０月 ８日(土) 平和の旅へ練習 小倉南生涯学習センター/９時 

１０月 ９日(日) 全日本視覚障害者協議会・第２７回福岡大

会 

玄海ロイヤルホテル 

「平和の旅へ」演奏 

１０月１０日(月) 福岡県のうたごえ祭典 合唱交流会：大牟田文化会館/１３時 

献花式：荒木栄記念碑/１７時 

レセプション：米の山病院/１８時 

１０月１３日(木) 平和コンサート・第３回実行委員会  

１０月１６日(日) 福岡県合同練習 福岡東市民センター/１０時３０分 

講師：渡辺亨則氏(長野合唱団指揮者) 

１０月１８日(火) 日うた・女性合同練習 倫理会館/１８時３０分～ 

「一本の鉛筆」 

１０月２２日(土) 職業訓練校フェスタ 新日鉄八幡うたう会演奏 

１０月２２日(土) 心に響け 秋空コンサト 福津市神輿東小学校/１８時 

新日鉄八幡うたう会演奏 

１０月２３日(日) 福岡県赤旗まつり 舞鶴公園/１２時３０分 

１０月３０日(日) 無名戦士追悼会 レインボープラザ/１３時 

１１月 ２日(水) コスモスコンサート 寿山市民センター/１９時 

新日鉄八幡うたう会演奏 

１１月 ４日(金) 

 ～６日(日) 

日本のうたごえ祭典ｉｎ広島  

１１月１２日(土) 平和コンサート実行委員会 １８時３０分 

１１月１３日(日) 平和の旅へ合唱団練習 生涯学習総合センター/１３時 

１１月２６日(土) 秋を唄う和のしらべ 熊西市民センター/１３時３０分 
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新日鉄八幡うたう会演奏 

１１月３０日(水) 

 ～１２月１日(木) 

私鉄のうたごえ交流会 別府/３０日１４時「地底の歌」演奏 

１２月１日(木) 労音・岸本力例会 男声合唱 

１２月 ４日(日) 福岡アコーデオンクラブ・発表会 福岡市 

１２月 ８日(木) 平和コンサート・第７回実行委員会 ８名参加 

１２月 ９日(金) 渡辺えり子講演会 佐賀市文化会館/１８時３０分 

「平和の旅へ」合同演奏 

１２月１１日(日) 平和の旅へ合唱団練習 小倉南生涯学習センター/１３時 

１２月１３日(木) 平和コンサート・第８回実行委員会  

１２月１７日(土) 癒しのコンサート 穴生２００５ 穴生市民センター/１３時３０分 

新日鉄八幡うたう会演奏 

１２月１８日(日) 平和コンサート 

 

戦後６０年 憲法の心をうたう 

ムーブ 

もぎり３０６枚，出演者他１１２名＝４１

８名 

「平和の旅へ」指揮，伴奏，語り＋歌い手

８６名＝９１名の演奏 

市内の全中学校に招待券送付⇒門司・鎮西

中学参加 

１２月２２日(木) 平和コンサート・第１０回実行委員会 ６名参加 

１２月２６日(月) 九州民教研 原鶴温泉/１３時 

「子どもを守るうた」「教育基本法」 

【２００６年】   

 １月 ８日(日) 北九州成人祭・憲法ネット宣伝行動 スペースワールド/９時３０分 

 １月１２日(木) うたごえ連絡会・定例会議  

 １月１３日(金) 地区労連旗開き 東京第一ホテル/１８時３０分 

 １月１５日(日) 大分クールエスポワール演奏会 「平和の旅へ」合同演奏 

 １月２１日(土) 小倉競輪首切反対宣伝行動 小倉駅前/１１時 

 ２月 ４日(土) 

  ～５日(日) 

九州のうたごえ創作交流会 熊本・植木温泉 

 ２月 ９日(木) うたごえ連絡会定例会議  

 ２月１１日(土) 

  ～１２日(日) 

日本のうたごえ全国総会  

 ３月 ５日(日) 佐賀・平和コンサート 千代田町・はんぎーホール 

「平和の旅へ」合同演奏 

 ３月 ５日(日) レディースコーラス・フエスティバル 響ホール 

女声合唱団ビオレッティ出演 

 ３月１９日(日) 福岡県のうたごえ協議会総会 オリオンプラザ/１０時 

 ３月２２日(水) ベネズエラ国際連帯代表団歓迎集会 福岡市民会館/１８時 

 ３月２６日(日) 福岡県民集会 冷泉公園/１２時４５分 

 ４月 ２日(日) 九州のうたごえ協議会総会 福岡市 

 ４月 ９日(日) 悪魔の飽食練習 小倉南生涯学習センター/13時 30分 

 


