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北 九 州 う た ご え 連 絡 会 ・ 活 動 の ま と め 

200７(H1９)年４月１２日～２００８年４月１０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 (合唱発表会２６団体) 

【２００５年】   

 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 

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 

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 

「平和の旅へ」９１名の演奏 

【２００６年】   

９月１０日(日) 福岡県のうたごえフェスタ 若松市民会館 (合唱発表会２７団体） 

【２００７年】   

４月１２日(木) うたごえ連絡会・総会 ８名参加 

４月２０日(金) うたごえ連絡会・事務局会議  

４月２６日(木) うたごえ連絡会・臨時会議  

５月 １日(火) メーデー 小倉城 約２０名参加 

５月 ３日(木) 憲法集会 ムーブ 「ねがい」「今この時代に」合唱 

約４１名(実行委員を含む) 

５月１０日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

５月２０日(日) 第九練習 小倉南生涯学習センター 約３０名参加 

５月２４日(木) うたごえ連絡会・臨時会議 ８名参加 

５月２７日(日) 北九州うたごえ創作会議発表会 こどもの館 参加者約１３０名 

６月 ２日(土) 春名氏を囲む集い おおかわうたう会演奏 

 ６月 ３日(日) 街角コンサート 小倉駅前 青い空九条の会 約１０名参加

６月 ３日(日) 女声合唱団ビオレッティ演奏会 ムーブ 歌い手２１名 約３６０名参加 

 ６月 ９日(土) 大川健康友の会発会式 おおかわうたう会演奏 

 ６月１０日(日) 北九州母親大会 あやめが丘小学校 

うたごえ分科会：約９０名 

全体会：「夏の思い出」「きずな」「九条で３

×３」演奏 約３３名 

 ６月１４日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

 ６月１６日(土) 第九練習 生涯学習総合センター 

 ６月１６日(土) 「悪魔の飽食」検討会 生涯学習総合センター 

 ６月１７日(日) 八幡東九条の会講演会 九州国際大学ＫＩＵホール 

「シュクラン・ジャジーラン」「九条で３×

３」演奏 歌い手２０名くらい 

 ６月２３日(土) 定温輸送支援する会総会 ムーブ・大セミナー室 

青い空「俺たち人間」 

新日鉄「掛け時計の贈り物」 

閉会「がんばろう」 
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月 日 内  容 備   考 

 ６月２４日(日) 九州合同練習 熊本・五福公民館 約１００名参加 

 ７月 １日(日) 憲法ネット宣伝行動 小倉駅前 青い空九条の会 ９名参加 

 ７月１２日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ９名参加 

 ７月１７日(火) 平和行進 門司・鎮西公園 おおかわうたう会演奏 

 ７月１９日(木) 平和行進 八幡東・レインボープラザ 歓迎演奏 

 ７月２２日(日) 九州合同練習 佐賀中央公民館 １１２名参加 

 ８月 ４日(土) 合唱講習会 ウエルとばた ３８名参加 

８月 ５日(日) 合唱講習会(県協) コミセンわじろ ６６名参加 

８月 ５日(日) 憲法ネット宣伝行動 小倉駅前 ３名参加 

 ８月 ９日(木) 原水禁大会 うたごえ合同演奏「原爆を許すまじ」「アメ

イジング・グレイス」「平和の鐘をならそう」

「ねがい」 

全国から８０名 うち北九州９名 

 ８月１６日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

 ８月２３日(木) うたごえ絵連絡会・臨時会議 ７名参加 

 ８月２６日(日) 九州合同練習 五福公民館 

 ８月３０日(木) うたごえ絵連絡会・臨時会議  

 ８月２６日(日) 九州合同練習 五福公民館 

 ９月 ２日(日) 佐賀・平和コンサート 佐賀市文化会館 

 ９月 ６日(木) うたごえ連絡会・臨時会議  

 ９月 ８日(土) うたごえ連絡会・臨時会議  

 ９月 ９日(日) 北九州うたごえフェスタ ムーブ 

１４団体 チケット２０９枚 

 ９月１３日(木) うたごえ連絡会・定例会議  

 ９月１６日(日) 北九州合同練習 倫理会館 

９月１７日(月・祭) 九州合同練習 長崎 １９４名参加 

９月２３日(日) ふくおか合唱交流会 福岡市 

合発２４団体(北九州分を含む) 

約３００名参加 

日うた推薦：九州青年合唱団，新日鉄八幡

うたう会，北九州青い空合唱団 

準推薦：合唱団福岡あらぐさ，女声合唱団

ビオレッティ 

９月３０日(日) 九州合同練習 神崎 １１０名参加 

１０月 ７日(日) 平和のための戦争展 合同演奏「アメイジング・グレイス」「ねが

い」「ハッピー・クリスマス」 

個別演奏：青い空，新日鉄 

１０月 ８日(月・祭) 平和のための戦争展 青い空合唱団演奏 

１０月１３日(土) 

～１４日(日) 

九州のうたごえ祭典 長崎 

１０月２１日(日) 無名戦士追悼会 レインボープラザ １７名参加 

１１月 １日(木) 大牟田センター合唱団演奏会 「地底の歌」合同演奏９０名 

１１月１１日(日) 福岡県合同練習 倫理会館 

１１月２３日(金) 

 ～２５日(日) 

日本のうたごえ祭典 奈良 

福岡県９３名，九州(福岡以外)１６７名 

１２月 ８日(土) 岡垣九条の会 新日鉄八幡うたう会演奏 

１２月 ９日(日) 憲法ネット宣伝行動 小倉駅前 ９名参加 
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月 日 内  容 備   考 

１２月１３日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ４名参加 

１２月２２日(土) 古賀市第九演奏会 北九州から２０名以上参加 

【２００８年】   

１月 ７日(月) 折尾地区後援会新春の集い 青い空合唱団演奏 「わが母の歌」「生きる」

１月１０日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ５名参加 

１月１１日(金) 北九州地区労連 旗開き 新日鉄うたう会演奏 「みんな元気か」「ヒ

ロシマ」「まだ見ぬ君よ」 

１月１３日(日) 北九州市成人祭 ７名参加 

１月１８日(金) 小倉北区後援会 ビオレッティ演奏 

１月２０日(日) 新婦人門司新春の集い おおかわうたう会演奏 

１月２４日(木) 健康友の会 ビオレッティ演奏 

２月 ９日(土) 

 ～１１日(月) 

日うた全国総会 東京 

２月１１日(月) 建国記念日を考える会 エデュカス，青い空演奏 「教育基本法」

「青い山脈」「雪山讃歌」 

 ２月１４日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ８名参加 

 ３月 ２日(日） 憲法ネット宣伝行動 小倉駅前/６名参加 

 ３月１３日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ９名参加 

 ３月１５日(土) 九州青年合唱団演奏会 早良市民会館 

新日鉄八幡うたう会，合唱団福岡あらぐさ

演奏 

 ３月２３日(日) 東八幡健康友の会・ミニ健康祭 新日鉄八幡うたう会演奏 

   

 


