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北 九 州 う た ご え 連 絡 会 ・ 活 動 の ま と め 

2012(H２4)年４月 26 日～２０１3(Ｈ25)年４月 11 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】   

９月１１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) 

【２０１２年】   

 ４月２６日(木) うたごえ連絡会・総会 
６名参加/代表：山本，副代表：亀井，

事務局：山田 

４月２８日(土) 「平和の旅へ」練習 

戸畑生涯学習センター/１３時３０分

～ 

３６名参加 

５月 １日(火) メーデー 集合：９時/２０名以上参加 

５月 ３日(木) ９条まつり 

勝山公園/集合：９時３０分/１７名参

加 

ゲスト：李陽雨さん 

５月 ３日(木) 憲法集会 ムーブ/１３時/２６名参加 

５月１０日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ６名参加 

５月１３日(日) 九州合同練習 南関町/７９名参加 

 ５月２０日(日) 

新日鉄八幡うたう会＆コーロ・ファン

タジー ジョイントコンサート 

心をつなぐコンサート 

ウエルとばた/１４時～ 

ゲスト：いわつなおこ(アコーディオン) 

５３０名参加 
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月 日 内  容 備   考 

５月２４日(木) うたごえ連絡会・臨時会議 ９名参加 

 ５月２６日(土) 「平和の旅へ」練習 戸畑生涯学習センター/３３名＋指揮，

伴奏 

５月２７日(日) 
大分クールエスポワール２５周年演奏

会 
北九より歌い手１１名参加 

 ５月３１日(木) 「平和の旅へ」演奏 
門司区大積小学校/１４時～/出演者５

４名 

 ６月 ９日(土) 九うた・第１回拡大運営委員会 さざんぴあ/２０名以上参加 

 ６月 ９日(土) 第４回文化講演会 旧古河鉱業/青い空合唱団演奏 

６月１０日(日) 九州合同練習 南関町/７８名参加 

６月１４日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ６名参加 

６月１６日(土) 荒木栄シンポジウム練習 さざんぴあ/約３０名参加 

 ６月１７日(日) 北九州母親大会 

九州工業大学，他 

うたごえ分科会開催(１０時～１２時

１５分)/約７０名参加 

 ６月１７日(日) 

北九州うたごえ創作合唱団 

第１５回創作発表会 

～うたい継ぐ 心つなぐ歌を～ 

こどもの館(１４時～) 

約９０名参加 

６月２８日(木) うたごえ連絡会・事務局会議 ５名参加 

 ６月３０日(土) 「平和の旅へ」練習 

戸畑生涯学習センター/１３時３０分

～ 

歌い手３８名＋指揮，伴奏 

 ７月 １日(日) 九うた・拡大運営委員会  

 ７月 ７日(土) 
八幡原水協・黒崎駅前宣伝署名活動 

1000 回記念の集い 
７０名以上参加/歌い手１０名以上 

 ７月 ８日(日) 九州合同練習 大牟田 

７月１２日(木) うたごえ連絡会・定例会議  

７月１４日(土) 北九州合同練習 戸畑生涯学習センター/２１名 

７月１５(日) 荒木栄シンポジウム ももちパレス/１５０名参加 

７月１５(日) 「脱原発と私たちの暮らし」集会 
生涯学習総合センター/青い空合唱団

演奏 

７月１６日(月・祭) さよらな原発！福岡集会  

７月１８日(水) 平和行進 八幡 

７月２１日(土) 平和行進 小倉北，曽根，門司 

 ７月２２日(日) 「平和の旅へ」練習 
戸畑生涯学習センター/１３時３０分

～約４０名参加 

 ７月２２日(日) 
関門海峡桟橋集会(オスプレイの船に向

かって) 
約１００名参加 

 ７月２５日(水) 青い空合唱団「うたごえ広場」 大蔵市民センター/５５名参加 

７月２６日(木) うたごえ連絡会・事務局会議 ６名 

 ７月２８日(土) 

  ～２９日(日) 
九州合唱講習会 阿蘇/１２７名参加 
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月 日 内  容 備   考 

 ８月 ５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/１３時３０

分～ 

「平和の旅へ」演奏(６５名) 

８月 ９日(木) うたごえ連絡会・事務局会議 ７名 

 ８月 ９日(木) 原水禁長崎大会  

 ８月１１日(土) 北九州合同練習 
戸畑生涯学習センター/１３時～/約３

０名 

 ８月１２日(日) 九うた・拡大運営委員会 さざんぴあ 

８月１６日(木) うたごえ連絡会・事務局会議 ４名 

８月２３日(木) うたごえ連絡会・事務局会議 ７名 

 ８月２５日(土) 松寿山まつり 松寿山公園/新日鉄八幡うたう会演奏 

 ８月２６日(日) 九州合同練習 手鎌公民館/１２７名参加 

 ９月 ２日(日) 北九州のうたごえフェスティバル 若松市民会館/２３団体参加 

 ９月 ７日(金) 八幡東健康友の会 
レディス八幡/新日鉄八幡うたう会演

奏 

 ９月 ９日(日) 北九州合同練習 レインボープラザ/２９名 

９月１３日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名 

 ９月１６日(日) 福岡県のうたごえ祭典 
福岡市東市民センター/１８団体/２０

０名参加 

 ９月２２日(土) 九うた・実行委員会事務局会議  

 ９月２３日(日) 無名戦士追悼会 
レインボープラザ/１３時～/歌い手２

０名参加 

９月２３日(日) さよなら原発！福岡集会 冷泉公園/青い空より６名参加 

９月２７日(木) うたごえ連絡会・臨時会議  

 ９月３０日(日) 九州合同練習 大牟田/１４５名参加 

１０月 ４日(木) 日弁連第５５回人権擁護大会 
佐賀市民会館/うたごえ３６名(内，北

九州８名) 

１０月 ６日(土) エフコープ生協平和コンサート 門司/おおかわうたう会演奏 

１０月 ７日(日) 北九州合同練習 ３５名参加 

１０月 ８日(月・祭) 九うた拡大運営委員会 さざんぴあ 

１０月１１日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

１０月１３日(土) 平和のための戦争展 門司生涯学習センター/歌い手２５名 

１０月１４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/北九州から５名参加 

１０月２０日(土) 

 ～２１日(日) 
九州のうたごえ祭典 in 大牟田 

※荒木栄氏没後５０年/大牟田文化会

館 

２０日(土)：合唱発表会/２１日(日)：

音楽会 

１０月２７日(土) 健和会・健康まつり 新日鉄八幡うたう会演奏 

１０月３１日(水) 青い空合唱団・うたごえ広場 大蔵市民センター/５３名参加 

１１月 ３日(土) ふらて会 新日鉄八幡うたう会演奏 

１１月 ４日(日) 岡垣町５０周年文化祭 新日鉄八幡うたう会演奏 
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月 日 内  容 備   考 

１１月 ８日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ８名参加 

１１月１１日(日) さよなら原発・北九州集会 市役所前広場 

１１月２３日(金) 

 ～２５日(日) 
日本のうたごえ・全国交流会 広島 

１２月 ２日(日) 九うた・拡大運営委員会 さざんぴあ 

１２月 13 日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ４名参加 

【２０１３年】   

１月 1０日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ６名参加 

 １月１１日(金) 北九州地区労連・新春旗開き 小倉リーセントホテル/２３名参加 

 １月２０日(日) 
国鉄ＯＢのみさんと うたを愛する人

たちのつどい 
海峡ふくステージ/約４０名参加 

２月 ６日(水) 青い空合唱団「うたごえ広場」 大蔵市民センター/６１名参加 

２月 ９日(土) 

～１１日(月・祭) 
日本のうたごえ・全国総会 

福岡県のうたごえ協議会：優秀団体賞

受賞 

２月 1４日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

３月 ２日(木) 北九州青い空合唱団演奏会 ウエルとばた/約３３０名参加 

３月１０日(日) さよなら原発！北九州集会 勝山公園/歌い手延べ３０名参加 

３月 1４日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ８名参加 

３月２０日(水・祭) 福岡県のうたごえ協議会・総会 さざんぴあ 

３月３０日(土) 奥野真理子リサイタル ウエルとばた 

４月 ７日(日) 九州のうたごえ連絡協議会総会 鹿児島 

４月１１日(木) うたごえ連絡会・総会 
８名参加/代表：山本，副代表：亀井，

事務局：山田 

   

 


