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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～２００７年４月１２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】   

 ４月１３日(木) 北九州うたごえ連絡会定期総会 ９名参加 

構成団体(６団体＋個人参加)：北九州青い

空合唱団，新日鉄八幡うたう会，北九州う

たごえ創作会議，福岡音楽センター，おお

かわうたう会，エデュカス2002 

役員：代表/山本，副代表(会計)/亀井，事

務局/山田 

４月１４日(金) 定温輸送支援する会結成総会 ムーブ/うたごえは１５～１６名くらい参

加 

４月１６日(日) 北九州うたごえ創作会議・発表会 子どもの館/参加者１２０～１３０名くら

い 

４月２７日(木) 福岡県のうたごえフェスタ準備会 ７名参加 

４月２３日(日) 九州合同練習 １０３名参加(内，鹿児島３０名) 

５月 １日(月) メーデー 小倉城天守閣前広場 

歓迎演奏，閉会の演奏，うたごえ広場 

５月 ３日(水) 憲法集会 ムーブ/４７０～４８０名参加/歌い手は５

０名くらい 

「ねがい」と「今この時代に」を実行委員

と合同で演奏 

 ５月１１日(木) うたごえ連絡会定例会議 ９名参加 

５月１４(日) 福岡県のうたごえフェスタ準備会 ９名参加 

 ５月２２日(月) 新日鉄八幡うたう会・五月の風コンサート 参加者＋出演者１７０名 

 ５月２５日(木) 福岡県のうたごえフェスタ・第１回実行委

員会 

若松市民会館 

 

 ６月 ４日(日) 九州合同練習 参加者１００名(うち鹿児島３１名) 

 ６月 ４日(日) 築城基地前・県民集会 開会前１２時３０分～１３時までのうたご

えと，デモ行進の送り出し 

 ６月 ８日(木) うたごえ連絡会定例会議 ７名参加 

 ６月１１日(日) 北九州青い空合唱団・定期演奏会 ムーブ 

 ６月１５日(木) 新日鉄八幡うたう会・六月の虹コンサート  

 ６月１８日(日) 北九州母親大会 西門司小学校/うたごえ分科会 
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月 日 内  容 備   考 

 ６月１８日(日) 福岡県のうたごえフェスタ・事務局会議  

６月２２日(木) 福岡県のうたごえフェスタ・第２回実行委

員会 

戸畑生涯学習センター/１０名参加 

 

６月２４日(土) 岡垣九条の会 岡垣町中央公民館/１８名参加 

７月 １日(土) 

～ ２日(日) 

九州のうたごえ創作交流会 熊本県 植木温泉 

参加者１８名(＋子ども４名)/作品数４３ 

 ７月 ４日(火) 福岡県のうたごえフェスタ・事務局会議  

７月 ５日(水) 定温輸送決起集会 参加者１３０名 (うち，うたごえ２０名) 

７月 ９日(日) 九州合同練習 熊本 五福公民館/参加者１０７名 

７月 ９日(日) 中間遠賀母親大会 中間市中央公民館/参加者１２名 

 ７月１３日(木) うたごえ連絡会定例会議 １０名参加 

 ７月１８日(火) 平和行進歓迎演奏・中央町  

７月１９日(水) 平和行進歓迎演奏・小倉北区役所 大蔵市民センター/青い空合唱団事務所 

７月１９日(水) 北九州合同練習  

７月２２日(土) 

～２３日(日) 

九州合同練習/鹿児島 大雨 

７月２７日(木) 福岡県のうたごえフェスタ・第３回実行委

員会 

戸畑生涯学習センター 

８名参加 

７月３０日(日) ピースライブｉｎとばた ゆんたす珈琲店(戸畑けんわ病院９条の会

主催のうたごえ喫茶)/２０名以上参加 

７月３０日(日) 北九州合同練習 ウェル戸畑/参加者約３０名 

７月３０日(日) 八幡西後援会 青い空合唱団演奏 

 ８月 ４日(金) 福岡県のうたごえフェスタ・事務局会議 ５名参加 

８月 ６日(日) 平和パネル展 町上津役診療所 

青い空合唱団で演奏，参加者１００名以上

８月 ７日(月) 北九州合同練習 レインボープラザ/参加者約３０名 

８月 ９日(水) 原水禁長崎大会 北九州からは２名参加 

 ８月１０日(木) うたごえ連絡会定例会議 ７名参加 

 ８月１２日(土) 北九州憲法ネット総会 ムーブ 

 ８月１８日(金) 福岡県のうたごえフェスタ・事務局会議  

８月１９日(土) 生存権裁判講演会 ウェル戸畑 

８月２０日(日) 北九州合同練習 ウェル戸畑 

８月２４日(木) 福岡県のうたごえフェスタ・第３回実行委

員会 

青い空合唱団事務所 

８月２７日(日) 九州合同練習 熊本・五福公民館 

 ８月３１日(木) 福岡県のうたごえフェスタ・事務局会議  

 ９月 ３日(日) 北九州合同練習 ウェル戸畑 

 ９月 ７日(木) 福岡県のうたごえフェスタ・最終確認  

９月１０日(日) 福岡県のうたごえフェスタ 若松市民会館/入場者：約５５０名 

合唱発表会：２７団体/延出演者：４８５名

(重複を除いた出演者：３９４名) 

音楽会：県合同演奏出演者：７２名 

 ９月１４日(木) うたごえ連絡会定例会議 ７名参加 

 ９月１７日(日) 無名戦士追悼会 レインボープラザ/約１５名参加 

９月２３日(土) 

～２４日(日) 

九州のうたごえ祭典 鹿児島 
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月 日 内  容 備   考 

９月２５日(月) 福岡県のうたごえフェスタ・第４回実行委

員会 

青い空合唱団事務所 

９月２８日(木) 「笑顔の北九州市をつくる会」集会 ウエル戸畑/約３０名参加 

１０月 １日(日) 「平和の旅へ」練習 若園小学校/約５５名参加 

１０月 ５日(木) 「平和の旅へ」若園小学校公演 ６８名演奏 

指揮：森岡/ソロ：岡崎，荒牧/語り：佐久

間/ピアノ：松本/キーボード：谷脇/ギタ

ー：山田 

１０月 ７日(土) 平和のための戦争展 商工貿易会館/約５０名演奏 

指揮：森岡/ソロ：岡崎，荒牧/語り：佐久

間/ピアノ：松本/キーボード：谷脇/ギタ

ー：山田 

１０月 ９日(月・祭) 県合同練習 こみせんわじろ/約６０名参加 

１０月１２日(木) うたごえ連絡会定例会議 ６名参加 

１０月１４日(土) 教育基本法宣伝行動 小倉駅前，黒崎駅前 

１０月１５日(日) 県合同練習 福岡東市民センター/約４０名参加 

１０月２１日(土) 地方自治研究全国集会 福岡国際会議場 

「平和の旅へ」合同演奏：約１６０名 

１０月２６日(木) 市長選挙に向けての創作の集い ６名くらい参加 

１０月２２日(日) 地方自治研究全国集会 移動分科会「三池の闘いと荒木栄を訪ねて」

１０月２９日(日) 福岡県赤旗まつり 舞鶴公園/約６０名演奏 

１１月３日(金) 

～５日(日) 

日本のうたごえ祭典ｉｎふくい北陸 福岡県から約８０名，全九州１７０～１８

０名くらい参加 

１１月 ３日(金) 門司女性の集い おおかわうたう会演奏/参加者約７０名 

１１月 ９日(木) うたごえ連絡会定例会議 ６名参加 

１１月１１日(土) 市長選挙に向けての創作の集い  

１１月１１日(土) 「平和の旅へ」応援 立花町光友中学校 

北九州5名，福岡１０名以上参加 

１１月２３日(木・祭) 非核の集い ウエル戸畑 

青い空合唱団 歌い手３０名くらい 

１１月２６日(日) 門司環境を考える会 おおかわうたう会演奏 

１２月 ３日(日) 「福岡合唱団あらぐさ」演奏会 早良市民センター 

新日鉄八幡うたう会出演及び合同演奏 

１２月１０日(日) 岡垣九条の会 青い空合唱団５名参加 

１２月１４日(木) うたごえ連絡会定例会議 ７名参加 

１２月１５日(金) 

～１７日(日) 

国労ハンガーストライキ １７日１１時から応援 

１２月１７日(日) ホームレスのクリスマス  

１２月１７日(日) 新日鉄八幡うたう会演奏会 

誇りを胸に 腕を組む男たちの歌 

和光音楽アカデミー 

チケット８９名＋出演者３４名＝１２３名

１２月１９日(火) 地区労連決起集会 生涯学習総合センター 

【２００７年】   

１月 ５日(金) 地区労連旗開き 東京第一ホテル/新日鉄八幡うたう会演奏 

１月 ５日(金) 医療笑顔の会・集会 健和会体育館/青い空合唱団演奏 

１月 ６日(土) 八幡西後援会「新春の集い」 青い空合唱団演奏 

１月 ７日(日) 北九州市成人祭 ９時３０分～１０時３０分にうたごえ行動

１１名参加 

１月１１日(木) うたごえ連絡会定例会議 ６名参加 
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月 日 内  容 備   考 

１月１４日(日) 北九州の文化を考える集い 商工貿易会館 

２月 ８日(木) うたごえ連絡会定例会議 １０名参加 

２月１１日(日) 

～１２日(月) 

日本のうたごえ全国総会 福岡県代議員４名：福岡１名，大牟田１名，

北九州２名(青い空，ビオレッティ) 

２月１７日(土) 

～１８日(日) 

九州のうたごえ冬季創作交流会 植木町宮原温泉 

１３名参加，６０曲発表 

２月１８日(日) 「建国記念の日」を考える集い 生涯学習総合センター 

青い空合唱団＋エデュカス２００２ 

２月２１日(水) 門司小倉健康友の会新春の集い 大手町病院食堂/新日鉄八幡うたう会 

２月２４日(土) 「悪魔の飽食」全国縦断コンサートプロデ

ューサーの話を聞く会 

ウェル戸畑 

 ３月 ４日(日) 県民集会 冷泉公園/２５名程度演奏 

３月 ７日(水) 国際女性デイ(小倉) ムーブ 

青い空合唱団＋エデュカス２００２ 

３月 ８(木) うたごえ連絡会定例会議 ７名参加 

 ３月２１日(水・祭) 福岡県うたごえ協議会総会 福岡市中央市民センター 

３月２９日(木) うたごえ連絡会臨時会議 北九州交流会検討/５名参加 

４月１２日(木) 北九州うたごえ連絡会総会  

 


