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北 九 州 う た ご え 連 絡 会 ・ 活 動 の ま と め 

200８(H２０)年４月１０日～２００９(Ｈ２１)年４月９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】   

 ９月 ９日(日) 北九州うたごえフェスタ ムーブ １４団体 

【２００８年】   

 ４月１０日(木) うたごえ連絡会・総会 １０名参加 

代表：山本/副代表：亀井/事務局：山田 

４月１０日(木) 福岡県のうたごえ祭典・準備会議 総会後に開催 

４月１３日(日) 奥野まり子コンサート  

４月２４日(木) うたごえ連絡会・臨時会議 ８名参加 

４月２６日(土) うた新フォーラム 戸畑生涯学習センター 

５月 １日(木) メーデー 歌い手約３０名参加 

５月 ３日(土) 憲法集会 ムーブ 

「いのちのうた(おにぎり)」等を演奏 

５月 ８日(木) 福岡県うたごえフェスタ・実行委員会 １０名参加 

５月１１日(日) 九州のうたごえ協議会・総会 佐賀 

５月１８日(日) 福岡県日本共産党後援会総会 「平和の旅へ」合同演奏 

５月１８日(日) 北九州うたごえ創作会議・発表会 こどもの館 

５月２４日(土) 久留米アザレア合唱団藤原さん・オリジナ

ルコンサート 

「平和の旅へ」合同演奏 

５月２９日(木) 福岡県うたごえフェスタ・事務局会議 ５名参加 

６月１２日(木) 福岡県うたごえフェスタ・実行委員会 ７名参加 

６月１９日(木) 新日鉄八幡うたう会・ロビーコンサート ユメニティのおがた 

 ６月２２日(日) 九州合同練習  

 ６月２６日(木) 福岡県うたごえフェスタ・実行委員会 ４名参加 

 ６月２９日(日) 新日鉄八幡うたう会・コンサート 博多百年蔵 

 ７月 ６日(日) 北九州母親大会 うたごえ分科会「うたごえに願いをこめて」

/旧古河鉱業若松ビル 

 ７月１０日(木) 福岡県うたごえフェスタ・実行委員会 ６名参加 

 ７月１８日(金) 平和行進 中央町 

 ７月２０日(日) 新日鉄八幡うたう会・コンサート ウエルとばた 
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月 日 内  容 備   考 

 ７月２６日(土) 

 ～２７日(日) 

九州のうたごえ創作交流会 植木町 

 ７月２７日(日) 九州合同練習 熊本/１１３名参加 

 ７月３１日(木) 福岡県うたごえフェスタ・実行委員会 ６名参加 

 ８月 ８日(金) 

 ～９日(土) 

原水禁・長崎大会  

 ８月１０日(日) 憲法ネット宣伝行動 小倉駅前/青い空九条の会 

 ８月１２日(火) 福尾県のうたごえフェスティバル・事務局

会議 

５名 

 ８月２３日(土) 小倉門司地区納涼の集い ノーフォーク広場 

「俺たち人間」「八月の小倉」「夏の思い出」

 ８月２４日(日) うたごえ６０周年記念レセプション 平和楼(福岡市)/１２６名参加 

 ８月２８日(木) 福岡県うたごえフェスタ・実行委員会 ９名参加 

 ８月３０日(土) 

 ～３１日(日) 

九州合唱講習会  

 ９月 ５日(金) 福尾県のうたごえフェスティバル・事務局

会議 

４名参加 

 ９月 ７日(日) うたごえフェステバル「夫婦のぼちぼち」

合同練習 

小倉南生涯学習センター 

 ９月１１日(木) 福尾県のうたごえフェスティバル・実行委

員会 

三輪実行委員長他，１２名参加 

 ９月１２日(金) うたごえフェステバル「夫婦のぼちぼち」

合同練習 

大里東市民センター 

 ９月１９日(金) 福尾県のうたごえフェスティバル・事務局

会議 

６名参加 

 ９月２１日(日) 福岡県母親大会 春日市クローバープラザ 

うたごえ分科会 

 ９月２３日(火) 九州合同練習 佐賀 

 ９月２５日(木) 福尾県のうたごえフェスティバル・実行委

員会 

８名参加 

 ９月２８日(日) 福岡県のうたごえフェスティバル 

「平和のなかで 人間らしく」 

若松市民会館 

三輪実行委員長 

(２６団体/延べ出演者：４４０名) 

１０月 １日(水) 北九州共闘会議集会 ウエルとばた/新日鉄八幡うたう会演奏 

１０月 ４日(土) エフコープ文化の集い おおかわうたう会演奏 

１０月 ９日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ５名参加 

１０月１８日(土) 

 ～１９日(日) 

九州のうたごえ祭典 佐賀市文化会館 

１０月２４日(金) 南王子さくら館 新日鉄八幡うたう会演奏 

１０月２５日(土) 健和会・健康まつり おおかわうたう会＋ビオレッティ演奏 

１０月３０日(木) 定温輸送を支援する会総会 ウエルとばた/青い空合唱団演奏 

１１月 １日(土) 京劇交流会 新日鉄八幡うたう会演奏 

１１月 ２日(日) 北九州青い空合唱団・第２２回定期演奏会 

「風よ未来へ」 

ムーブ 

１１月 ３日(月・祭) 福岡県合同練習 博多市民センター 

１１月 ４日(火) 岡垣町選挙事務所開き 青い空合唱団演奏 

１１月 ９日(日) 無名戦士追悼会 レインボープラザ 

１１月 ９日(日) 北九州映画サークル５５周年 青い空合唱団演奏 
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月 日 内  容 備   考 

１１月１３日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ４名参加 

１１月１４日(金) 地域民主教育研究全国大会 鳥栖市/「鶴」「私たちが進みつづける理由」

合同演奏 

１１月１５日(土) 映画「荒木栄の歌が聞こえる」上映会 早良市民センター(福岡市)/「沖縄を返せ」

「わが母のうた」「がんばろう」合同演奏 

１１月２２日(土) 

 ～２４日(月・祭) 

日本のうたごえ祭典 東京 

北九州からの出演：青い空合唱団，カナリ

ア，新日鉄八幡うたう会，ビオレッティ 

１２月 ７日(日) 小倉駅前宣伝行動 青い空九条の会 

１２月１１日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ５名参加 

１２月13日(土) 古賀市「第九を歌う会」 古賀市中央公民館 

１２月２５日(木) 九州のうたごえ連絡協議会・拡大役員会 福岡県協議会事務所 

１２月２５日(木) うたごえ連絡会・臨時会議 ７名参加 

【２００９年】   

１月 ７日(水) 八幡西・新春の集い 青い空合唱団演奏 

１月 ８日(木) 北九州地区労連旗開き リーセントホテル 

「人間の歌」「ねがい」「花をおくろう」 

１月１０日(土) うたごえ連絡会・定例会議 ６名参加 

１月１１日(日) 北九州市成人祭  

１月１６日(金) うたごえ連絡会・臨時会議 「歓喜の歌」宣伝の実務 

１月２０日(火) 自由ヶ丘高校解雇争議集会 オリオンプラザ 

１月２４日(土) 山の木竹志コンサート 広島/北九州から９名参加 

２月１２日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ６名参加 

２月１４日(土) 新婦人矢野氏，上田氏を偲ぶ会  

 ２月１４日(土) 

  ～１５日(日) 

日本のうたごえ全国総会  

 ３月 １日(日) 映画「歓喜の歌」とうたごえ ムーブ 

/前売券＋ローソン＋当日券＝１７７枚 

３月 ８日(日) 国際女性デー・八幡 オリオンプラザ 

３月１２日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

 ３月２２日(日) 福岡県民集会「なくそう貧困」 冷泉公園(福岡市) 

 ３月２９日(日) 福岡県のうたごえ協議会総会 博多市民センター(福岡市) 

 ４月 １日(水) 青い空合唱団・うたごえひろば 大蔵市民センター 

 ４月 ５日(日) 小倉駅前宣伝行動 青い空九条の会 

 ４月 ８日(水) 定温輸送集会 ウエルとばた 

 ４月 ９日(木) うたごえ連絡会・総会 ５名参加 

 


