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北 九 州 う た ご え 連 絡 会 ・ 活 動 の ま と め 

2010(H２2)年４月 8 日～２０１1(Ｈ23)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 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 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】   

 ９月 ９日(日) 北九州うたごえフェスタ ムーブ(１４団体) 

【２００８年】   

 ９月２８日(日) 福岡県のうたごえフェスティバル 若松市民会館(２６団体) 

【２００９年】   

９月 ６日(日) 福岡県のうたごえフェスティバル 若松市民会館(２７団体) 

【２０１０年】   

 ４月 ８日(木) うたごえ連絡会総会 ６名参加 

 ４月１１日(日) 九州合同練習 熊本(たくまの里) 

 ４月２４日(土) 

  ～２５日(日) 
西日本合唱講習会 コミセンわじろ(福岡市) 

 ４月２９日(木・祭) 北九州うたごえ創作合唱団・発表会 こどもの館 

 ４月２９日(木・祭) 憲法集会 
北九州芸術劇場/女声合唱団ﾋﾞｵﾚｯﾃｨ演

奏 

 ４月２９日(木) 

  ～５月５日(水) 

ＮＰＴ再検討会議 

ニューヨーク行動 
 

 ５月 １日(土) 北九州統一メーデー １０時～/集合９時(舞台横) 

 ５月 ２日(日) 憲法ネット宣伝行動 小倉駅前 

 ５月 ３日(月) 直方地区憲法集会 新日鉄八幡うたう会演奏 

 ５月１２日(水) 安保学習会 ウエルとばた 

 ５月１３日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

 ５月１５日(土) 八幡東九条の会・４周年 レインボープラザ 

 ５月１６日(日) 
合唱団福岡あらぐさ・３０周年記念演

奏会 
早良市民センター 

 ５月２２日(土) 

  ～２３日(日) 
九州のうたごえ・創作交流会 植木町宮原温泉 
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月 日 内  容 備   考 

 ５月２３日(日) 九州合同練習 熊本・南関町公民館 

 ５月２９日(土) コーロ・ファンタジー演奏会 
沼市民センター/新日鉄八幡うたう会

演奏 

 ６月 ６日(日) 憲法ネット宣伝行動 小倉駅前 

 ６月 ７日(月) 定温輸送決起集会 ムーブ 

 ６月１０日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

６月１２日(日) 「平和の旅へ」合唱団練習 戸畑生涯学習センター 

 ６月１３日(日) 北九州母親大会 東筑紫短大 

 ６月１８日(金) 八幡東新婦人・女性後援会決起集会 レインボープラザ 

 ６月２０日(日) 洞海(くきのうみ)コンサート 旧古河鉱業/新日鉄八幡うたう会演奏 

 ６月２４日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ５名参加 

 ６月２７日(日) 九州合同練習 熊本・南関 

 ７月 ８日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ８名参加 

 ７月１０日(土) 自由ヶ丘高校・集会＆パレード オリオンプラザ 

 ７月１４日(水) 佐賀「平和の旅へ」演奏応援 神埼市西郷小学校 

 ７月１４日(水) 青い空合唱団「うたごえ広場」  

７月１７日(土) 「平和の旅へ」合唱団練習 戸畑生涯学習センター 

７月１８日(日) 平和行進・歓迎演奏 レインボープラザ 

７月１８日(日) 2010 夏！ﾐｭｰｼﾞｯｸ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ ムーブ/新日鉄八幡うたう会演奏 

７月２０日(火) 日うた女性合同練習 生涯学習総合センター 

７月２０日(火) 平和行進 北九州市役所 

７月２１日(水) 平和行進 門司 

７月２２日(木) うたごえ連絡会・事務局会議 ４名参加 

 ７月２４日(土) 

  ～２５日(日) 
九州合唱講習会 阿蘇の司ビラパークホテル 

 ７月２９日(木) うたごえ連絡会・事務局会議 ４名参加 

 ７月３０日(金) 皿倉夕涼みコンサート 
帆柱ｹｰﾌﾞﾙ山上駅/新日鉄八幡うたう会

演奏 

８月 １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 ３日(火) うたごえ連絡会・事務局会議  

８月 ６日(金) 佐賀「平和の旅へ」演奏応援 佐賀市富士小学校 

８月 ８日(日) 遠賀町うたごえ喫茶(山小屋) 遠賀中高年事業団主催 

 ８月 ８日(日) 

～９日(月) 
原水禁長崎大会  

 ８月１１日(水) 青い空合唱団・ミニ平和の集い  

 ８月１２日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

 ８月２０日(金) うたごえ連絡会・臨時会議 ５名参加 

 ８月２２日(日) 北九州のうたごえフェスティバル 若松市民会館/２１団体参加 

 ８月２６日(木) うたごえ連絡会・臨時会議 ５名参加 

 ８月２８日(土) 全視協女性部お楽しみ会 
クラウンパレス/新日鉄八幡うたう会

演奏 

 ８月２９日(日) 「平和の旅へ」合唱団練習 小倉南生涯学習センター 
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月 日 内  容 備   考 

９月 ５日(日) 福岡県のうたごえ祭典 
福岡市早良市民センター/１７団体参

加 

９月 ９日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ５名参加 

 ９月１２日(日) 無名戦士追悼会 レインボープラザ 

 ９月１８日(土) 平和のための戦争展 
門司生涯学習センター/「平和の旅へ」

演奏 

９月１９日(日) 九州のうたごえ祭典・熊本 熊本県益城町文化会館/２６団体参加 

９月２０日(月祭) 九州合同練習 熊本。五福公民館 

９月２３日(木･祭) 福岡県合同練習 金光教 

９月２６日(日) 北九州合同練習 平野練習場 

９月２９日(水) 佐賀「平和の旅へ」演奏応援 佐賀市大和中学校 

１０月 ３日(日) 福岡県赤旗まつり 舞鶴公園 

１０月１１日(月･祭) 道城嘉子氏コンサート ウエルとばた 

１０月１２日(火) うたごえ連絡会・定例会議 ６名参加 

１０月１５日(金) 

～１７日(日) 
日本のうたごえ祭典 in 長崎 

１５日(金)：音楽会(ブリックホール) 

１６日(土)：音楽会(かぶとがにアリー

ナ) 

１０月２４日(日) 青い空合唱団「平和の旅へ」練習 戸畑生涯学習センター 

１０月２４日(日) 
米軍ノー・福岡の基地強化反対築城集

会 
 

１０月２４日(日) 門司ピースフェスタ 女声合唱団ビオレッティ演奏 

１１月 ７日(日) 青い空合唱団「平和の旅へ」練習 戸畑生涯学習センター 

１１月１１日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ８名 

１１月１７日(水) 青い空合唱団「うたごえ広場」 大蔵市民センター 

１１月１８日(木) 映画「鶴彬・心の軌跡」 ムーブ 

１１月２１日(日) 青い空合唱団「平和の旅へ」練習 戸畑生涯学習センター 

１１月２１日(日) 岡垣サンリーアイ体育館１０周年 「第九」演奏 

１１月２３日(火・祭) 
ＪＲ不採用問題解決・八幡地区感謝の

集い 
北九州プリンスホテル 

１１月２５日(木) 
あたたかい民主市政をつくる会・結成

の集い 
ウエルとばた 

１２月 ５日(日) 青い空合唱団「平和の旅へ」練習 八幡東生涯学習センター 

１２月 ９日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ８名 

１２月１０日(金) 自由ヶ丘高校集会 オリオンプラザ 

１２月１７日(金) 平野真敏ヴィオラアルタ演奏会 ウエルとばた 

１２月２６日(日) 青い空合唱団「平和の旅へ」練習 戸畑生涯学習センター 

【２０１１年】   

１月 ９日(日) 北九州市成人祭 スペースワールド駅横 

１月 ９日(日) 青い空合唱団「平和の旅へ」練習 戸畑生涯学習センター 

１月１０日(月) 
九州のうたごえ連絡協議会・代表者会

議 
 

１月１３日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ６名 
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月 日 内  容 備   考 

１月２３日(日) 青い空合唱団「平和の旅へ」練習 戸畑生涯学習センター 

１月２８日(金) 

 ～３０日(日) 
全国創作合宿 大牟田 

２月 ９日(水) 青い空合唱団「うたごえ広場」 大蔵市民センター 

２月１１日(金) 

 ～１３日(土) 
日本のうたごえ・全国総会 千葉 

２月１３日(日) 青い空合唱団「平和の旅へ」練習 戸畑生涯学習センター 

２月２０日(日) 青い空合唱団「平和の旅へ」練習 戸畑生涯学習センター 

 ２月２４日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ６名 

２月２７日(日) 新婦人門司・新春の集い おおかわうたう会演奏 

３月 ６日(日) 青い空合唱団「平和の旅へ」練習 戸畑生涯学習センター 

 ３月 ６日(日) 福岡県民集会 福岡サンパレス 

 ３月 ８日(火) 国際女性デー八幡地区 青い空合唱団演奏 

 ３月１０日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

３月１３日(日) 青い空合唱団「平和の旅へ」練習 戸畑生涯学習センター 

 ３月２０日(日) 青い空合唱団・定期演奏会 ウエルとばた 

 ３月２７日(日) 福岡県のうたごえ協議会・総会 博多市民センター 

 ４月 ３日(日) 九州のうたごえ連絡協議会・総会 宮崎市中央公民館 

 ４月１４日(木) うたごえ連絡会・総会  

   

   

   

   

 


