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北 九 州 う た ご え 連 絡 会 ・ 活 動 の ま と め 

2011(H２3)年４月 14 日～２０１2(Ｈ24)年４月 26 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】   

 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) 

【２０１１年】   

 ４月１４日(木) うたごえ連絡会総会  

５月 １日(日) メーデー  

５月 ３日(火) 憲法集会 ムーブ/１３時～ 

５月 ４日(水) 

～５日(木) 
西日本合唱講習会 岡山市オルガホール 

５月 ８日(日) 九州合同練習会  

６月 ５日(日) 

女声合唱団ビオレッティ第６回コンサ

ート 

「愛する人たち･･･Ⅱ」 

ムーブ/１４時～ 

ゲスト：フリーダム 

６月 ９日(木) うたごえ連絡会定例会議 ７名参加 

６月１２日(日) 八幡東九条の会・５周年の集い レインボープラザ/１４時 

６月１２日(日) 九州合同練習会 南関(熊本県)⇒大雨で中止 

６月１９日(日) 新日鉄八幡うたう会演奏 
ＨＮＫ北九州/１４時～１５時 

７０名くらい参加 

６月２４日(金) 

  ～２６日(日) 
全国指揮・合唱指導教育講習会 長野県松本あがたの森 
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月 日 内  容 備   考 

６月２６日(日) 北九州母親大会 
海青小学校/集合１１時，演奏１３時/

歌い手３０名くらい 

６月２６日(日) 北九州うたごえ創作合唱団発表会 こどもの館/参加１００名 

７月１０日(日) 「平和の旅へ」練習 
戸畑生涯学習センター/１３時３０分

～/参加５０名 

７月１４日(木) 北九州うたごえﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 
青い空合唱団事務所/１９時～/８名参

加 

７月１６日(土) 

～１７日(日) 
「悪魔の飽食」練習会 

指揮：池辺晋一郎氏/場所：佐賀市 

北九州から８名程度参加 

７月中旬 平和行進 

１６日(土)：小倉/１０名くらい参加 

１７日(日)：門司/おおかわうたう会 

１９日(火)：レインボープラザ(八幡東

区中央町) 

７月２３日(土) 新日鉄八幡うたう会・福岡演奏会 ももちパレス/１００名参加 

７月２４日(日) 「平和の旅へ」練習 
戸畑生涯学習センター/１０時～ 

５１名参加 

７月３０日(日) おおかわ診療所・平和の集い おおかわうたう会演奏 

７月３０日(土) 

 ～３１日(日) 
九州合唱講習会 阿蘇・ビラパーク司/１１４名参加 

７月３１日(日) 日本歴史教育者協議会・全国総会 八幡市民会館/９時３０分～ 

８月 ３日(水) 青い空合唱団「うたごえ広場」 
大蔵市民センター/１８時３０分～ 

５５名くらい参加 

８月 ５日(金) 「平和の旅へ」演奏 
岡垣町・山田小学校/９時３０分～ 

歌い手６２名 

８月 ５日(金) 
新日鉄八幡うたう会・皿倉夕涼みコン

サート 
５０名くらい参加 

８月 ６日(土) 原水禁大会・広島 北九州から１名参加 

８月 ９日(火) 原水禁大会・長崎 北九州から３名参加 

８月１０日(水) 青い空合唱団・平和の集い  

８月１１日(木) 北九州うたごえﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 
青い空合唱団事務所/１９時～/８名参

加 

８月１８日(木) 北九州うたごえﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ事務局会議 
青い空合唱団事務所/１９時～/４名参

加 

８月２５日(木) 北九州うたごえﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ事務局会議 青い空合唱団事務所/１９時～/５名 

８月２８日(日) 朗読と音楽の平和コンサート 小倉南生涯学習センター/ 

８月２８日(日) 九州合同練習会 南関/１００名程度参加 

９月 １日(木) 北九州うたごえﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ事務局会議 
青い空合唱団事務所/１９時～/６名参

加 

９月 ４日(日) 「悪魔の飽食」佐賀公演 佐賀市文化会館/北九州から５名参加 

９月 ８日(木) 北九州うたごえﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 
青い空合唱団事務所/１８時３０分～/

９名参加 
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月 日 内  容 備   考 

９月 ９日(金) 反原発集会 
勝山公園/参加者１０００/うたごえか

ら約１５名参加 

９月１１日(日) 

北九州のうたごえフェスティバル 

「こころつないで，さあ歌おう！ 

働き 生きる希望を！」 

若松市民会館/１３時～ 

２１団体参加 

９月１６日(金) 日うた女声練習 
戸畑生涯学習センター/２０名程度参

加 

９月１８日(日) 九州合同練習会 
熊本県/１００名を越える参加者/北九

州から９名 

９月２２日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ５名参加 

９月２５日(日) 福岡県のうたごえ祭典(合唱発表会) 
早良市民センター(福岡市)/１７団体参

加 

９月２９日(木) うたごえ連絡会・臨時会議 九州のうたごえ祭典 

１０月 １日(土) 
北九州労働者の健康問題連絡会議・ 

２０周年 

ホテルクラウンパレス小倉/演奏１７

時～/歌い手２３～２４名 

１０月 ２日(日) 福岡県母親大会 
春日/うたごえ分科会７０名くらい 

全体会演奏：４３～４４名くらい 

１０月 ８日(土) 

～９日(日) 
九州のうたごえ祭典・宮崎 

宮崎メデッキットセンター/２５団体

＋特別出演(国鉄東京合唱団) 

１０月１３日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

１０月１６日(日) 日うた用練習 
戸畑生涯学習センター/１０時～１６

時/約３０名参加 

１０月２２日(土) 大里東市民センター文化祭 おおかわうたう会演奏 

１０月２６日(水) 青い空合唱団・うたごえ広場 
大蔵市民センター/１８時３０分～ 

/約５０名参加 

１１月１０日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ６名参加 

１１月１３日(日) さよなら原発・福岡１万人集会 
舞鶴公園/パレード送り出し演奏 

舞台約５０名 

１１月１８日(金) 

 ～２０日(日) 
日本のうたごえ祭典 in ちば 福岡県から約８０名参加 

１１月２６日(土) 
長崎「平和の旅へ」合唱団 

演奏２００回記念の集い 
北九州から３名参加 

１１月２７日(日) 無名戦士追悼会 
レインボープラザ/１４時～ 

/歌い手２１名 

１２月 ８日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

１２月１１日(日) 
2012 年・九州のうたごえ祭典 in 大牟

田「みんなで祭典を語ろう会」 

福岡市中央市民センター・音楽室 

１３時３０分～１６時 

１２月１６日(金) 
森岡憲昭さんを囲む集い 

「ありがとうコンサート」 

子供の館/１８時３０分～ 

２００名くらい参加 

１２月２４日(土) クリスマスコンサート 2011 

旧古河鉱業若松ビル/１４時～ 

出演：新日鉄八幡うたう会，他 

１００名くらい参加 
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月 日 内  容 備   考 

【２０１２年】   

 １月１１日(水) 北九州地区労連・旗開き 

リーセントホテル/練習１７時/演奏１

８時３０分～ 

２２名くらい参加 

 １月１２日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ６名参加 

１月１５日(日) 新日鉄八幡うたう会演奏 海峡ビューしものせき/１４時～ 

２月 １日(水) 青い空合唱団・うたごえ広場 大蔵市民センター 

２月 ９日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ６名参加 

２月１１日(土) 

 ～１２日(日) 
日本のうたごえ・全国総会 

北九州の代議員２名：小橋(ﾋﾞｵﾚｯﾃｨ)，

山上(青い空) 

２月２５日(土) 佐賀「平和の旅へ」１０周年 
神埼市はんぎーホール/１３時３０分

～/北九州から８名参加 

２月２６日(日) 
北九州青い空合唱団５０周年レセプシ

ョン 
リーガロイヤルホテル/１４時～ 

２月２７日(月) うたごえ連絡会・臨時会議 さよなら原発集会関係/８名参加 

３月 ３日(土) 九うた候補曲を歌ってみる会 
早良市民センター/１３時～/３０名く

らい参加 

３月 ７日(水) 国際女性デー・八幡地区 黒崎市民センター/風の子等で演奏 

３月 ８日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ６名参加 

３月１１日(日) さよなら原発 3.11 北九州集会 
メディアドーム横/10 時開場，15 時

パレード 

３月１３日(火) 八幡民商増税反対集会 八幡市民会館/１３時～ 

３月１７日(土) 自由ヶ丘高校争議解決集会 リーセントホテル/１６時～ 

３月２０日(火・祭) 福岡県のうたごえ協議会・総会 さざんぴあ/１０時～ 

３月２５日(日) 

東日本大震災復興支援チャリテーコン

サート「はなれていても心はひとつ・

とどけ！岡垣から音の風」 

岡垣サンリーアイ/１３時３０分～ 

新日鉄八幡うたう会演奏 

４月 ８日(日) 九州のうたごえ連絡協議会・総会 大牟田 

４月１９日(木) うたごえ連絡会・臨時会議 メーデー他/４名参加 

 ４月２５日(水) 青い空合唱団・うたごえ広場 大蔵市民センター/１９時～ 

 ４月２６日(木) うたごえ連絡会・総会 ６名参加 

 


