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北 九 州 う た ご え 連 絡 会 ・ 活 動 の ま と め 

201３(H２4)年４月１１日～２０１４(Ｈ2６)年４月 1０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】   

 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) 

【２０１３年】   

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 

４月２４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～ 

４月２５日(木) うたごえ連絡会・臨時会議 ５名参加 

５月 １日(水) 北九州統一メーデー 小倉城前広場/歌い手２０名くらい 

５月 ３日(金・祭) ９条まつり 勝山公園/１０時３０分～１２時 

５月 ３日(金・祭) 憲法集会 ムーブ/１３時～/歌い手３０名以上 

５月 ８日(水) 井上正代 感謝のつどい アートクレフクラブ 

新日鉄八幡うたう会，他演奏 

５月 ９日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ８名参加 

５月１２日(日) 耶馬渓・水害復旧支援 耶馬渓・下郷/新日鉄八幡うたう会演奏 

５月１７日(金) 宗田嘉昭さんをしのぶ会 
パークサイドビレッジ 

新日鉄八幡うたう会演奏 
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月 日 内  容 備   考 

５月２３日(木) うたごえ連絡会・臨時会議 ５名参加 

５月２５日(土) 「平和の旅へ」「ぞうれっしゃ」練習 
戸畑生涯学習センター/１３時～ 

参加者３１名＋指揮，伴奏 

５月２６日(日) 九州合同練習 
南関公民館/１０時３０分～ 

参加者７２名＋指揮，伴奏 

５月２６日(日) 
新聞ＯＢ会「吉沢正巳『原発一揆』を

語る」 
ムーブ/１４時～ 

５月３１日(金) 小倉駅反原発行動 
青い空合唱団を中心に，毎月第２・第

４金曜日に参加 

６月 ９日(日) 北九州母親大会・うたごえ分科会 

１０時～/若松生涯学習センター 

参加者７０名以上/看護学生「Hey 和」，

サークル風の子「花嫁人形」演奏 

６月 ９日(日) 女声合唱団ビオレッティ演奏会 ムーブ/１４時～ 

６月１３日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ６名参加 

６月１５日(土) 「平和の旅へ」「ぞうれっしゃ」練習 
戸畑生涯学習センター/１３時～ 

歌い手３７名参加 

６月２２日(土) 直方診療所健康友の会 
ユメニティのおがた 

新日鉄八幡うたう会演奏 

６月２３日(日) 「平和の旅へ」「ぞうれっしゃ」練習 
八幡東生涯学習センター/１３時～ 

歌い手３４名参加 

６月３０日(日) 
北九州うたごえ創作合唱団 

第１６回創作発表会 

こどもの館/１４時～ 

参加者，約１３０名 

６月３０日(日) 九州合同練習 南関公民館/１０時３０分～ 

７月 ６日(土) 「平和の旅へ」「ぞうれっしゃ」練習 
八幡東生涯学習センター/１３時～ 

歌い手２８名参加 

７月１１日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ６名参加 

７月１４日(日) 「平和の旅へ」「ぞうれっしゃ」練習 
戸畑生涯学習センター/１３時～ 

歌い手３０名以上参加 

７月１６日(火) 平和行進 小倉北区役所 

７月１７日(水) 平和行進 門司駅/おおかわうたう会演奏 

７月１９日(金) 平和行進 
レインボープラザ/１１時３０分～歓

迎演奏，１３時３０分～送り出し演奏 

７月２０日(土) 平和行進 水巻町役場 

７月２４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～ 

５９名参加 

７月２７日(土) 

～２８日(日) 
九州合唱講習会 阿蘇/１０６名参加 

８月 １日(木) 「平和の旅へ」演奏 
岡垣中央公民館/１３時３０分～ 

歌い手約６０名 

８月 ３日(土) うたごえ新聞社三輪編集長を囲む集い 福岡市，北九州市とも，約２０名参加 

８月 ４日(日) 「ぞうれっしゃ」練習 
戸畑生涯学習センター/１３時～/ 

大人３１名＋子ども約２０名参加 
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月 日 内  容 備   考 

８月 ８日(木) 原水禁長崎大会・文化行事  

８月 ９日(金) 「平和の旅へ」佐賀演奏応援 佐賀市兵庫小学校/北九州７名参加 

８月１１日(日) 「ぞうれっしゃ」練習 戸畑生涯学習センター/１３時～ 

大人３９名＋子ども約２０名参加 

８月１６日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ６名参加 

８月１８日(日) 九州合同練習 
南関公民館/１０時３０分～ 

参加者１００名 

８月２２日(木) うたごえ連絡会・臨時会議 うたごえフェスティバル準備/７名 

８月２４日(土) 
「朗読と音楽の平和コンサート」 

リハーサル 
小倉南生涯学習センター/１３時～ 

８月２５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/１４時～ 

４００名を越える参加者 

「ぞうれっしゃ」出演者は，約１２０

名(大人５０名，子ども７０名) 

８月２９日(木) うたごえ連絡会・臨時会議 うたごえフェスティバル準備/５名 

９月 １日(日) 
八幡健康友の会・納涼音楽会 

ひびしんホール 

新日鉄八幡うたう会演奏 

９月 ５日(木) うたごえ連絡会・臨時会議 うたごえフェスティバル準備/８名 

９月 ７日(土) 松寿山自治会・敬老会 
北九州ハイツ 

新日鉄八幡うたう会演奏 

９月 ８日(日) 北九州のうたごえフェスティバル 

若松市民開会/１３時～ 

参加者２５０名/参加団体：２１団体 

初参加２団体(「うたごえ はらっぱ」

「女声コーラス コールウィング」 

９月１２日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ８名参加 

９月１５日(日) 北九州練習会 
生涯学習総合センター/１３時～１６

時/３０名くらいの参加 

９月１６日(月・祭) 九州合同練習 
南関公民館/１０時３０分～１６時３

０分/１０６名の参加 

９月２２日(日) 
福岡県のうたごえ交流会 

 

中央市民センター/１８団体 

出場数：福岡県合計 39 団体(県１８＋

北九州２１)、重複出場(6 団体)を除く

⇒33 団体 

【審査結果】 

推薦団体：北九州青い空合唱団，合唱

団福岡あらぐさ，新日鉄八幡うたう会，

九州青年合唱団 

準推薦団体：女声合唱団ビオレッティ，

ブルーベルコール 

「小編成部門」：シープオブシャロン 

｢合唱交流の部｣：いのちをつなぐ人た

ちのうた合唱団 
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月 日 内  容 備   考 

９月２９日(日) 無名戦士追悼会 
レインボープラザ/１３時～ 

うたごえは，１７名くらい参加 

１０月 ５日(土) エフコープ生協平和コンサート 
エフコープ大里店 

おおかわうたう会が演奏 

１０月 ５日(土) 日中友好協会 
北九州ハイツ 

新日鉄八幡うたう会演奏 

１０月 ６日(日) 福祉生協 
北九州ハイツ 

新日鉄八幡うたう会演奏 

１０月 ６日(日) 福岡県母親大会 
春日市クローバープラザ 

北九州からは３名参加 

１０月１０日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ５名参加 

１０月１２日(土) 

～１３日(日) 
九州のうたごえ祭典・鹿児島  

１０月２０日(日) 平和のための戦争展 ひびしんホール/青い空合唱団が演奏 

１０月２３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～ 

参加者７０名以上 

１０月２７日(日) 恵廸祭(けいてきさい) 
社会福祉法人ふらて会 

新日鉄八幡うたう会演奏 

１１月２日(土) 

～４日(月) 
日本のうたごえ祭典・大阪  

１１月９日(土) 平野真敏ヴィオラ・アルタ演奏会 あいれふホール/１６時～ 

１１月１０日(日) さよなら原発！九州・沖縄集会 

舞鶴公園 

午前中と，送り出し 

参加者１万人以上，うたごえ参加者は

延べ５０名くらい 

１１月２３日(日) 井上わか葉さん，他コンサート ウエルとばた/１５時～ 

１１月２８日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ６名参加 

１２月１日(日) 遠賀野コンサート 

遠賀町南部保育園 お日さまホール/

１４時～) 

参加者１７０名。新日鉄八幡うたう会

演奏，最後は「遠賀うたう会」の伴奏

による全員合唱 

１２月１２日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

１２月２１日(土) 古賀市「第九演奏会」 
古賀市リーパスプラザ 

演奏参加(希望者) 

１２月２２日(日) 
介護施設あしたば 

クリスマスコンサート 
新日鉄八幡うたう会が演奏 

【２０１４年】   

１月 ６日(月) 石田市議折尾地域後援会「新春の集い」 青い空合唱団演奏 

１月 ９日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

１月１０日(金) 地区労連旗開き 
リーセントホテル/１８時３０分～ 

うたごえの参加者は，３０名くらい 
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月 日 内  容 備   考 

１月１９日(日) 北九州うたごえ練習会 
戸畑生涯学習センター/１３時３０分 

参加者３５名 

２月 ５日(水) 青い空合唱団「第２０回うたごえ広場」 
大蔵市民センター/１８時３０分～ 

参加者７０名 

２月 ８日(土) 

～９日(日) 
日本のうたごえ全国総会 

発言「青い空合唱団の歴史と現状」山

上さん 

２月１３日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

２月１６日(日) 北九州うたごえ練習会 
戸畑生涯学習センター/１３時３０分 

３０名を越える参加 

３月 １日(土) 小倉健康友の会 
健和看護学院 

新日鉄八幡うたう会演奏 

３月 ９日(日) さよなら原発！３．９北九州集会 
三萩野公園/うたごえは３０名を越え

る参加 

３月１３日(木) うたごえ連絡会・定例会議 ７名参加 

３月１６日(日) 北九州うたごえ練習会 戸畑生涯学習センター/１３時３０分 

 ３月２３日(日) 
心をつなぐコンサート 

♪音は風にのって♪ 

岡垣サンリーアイ 

新日鉄八幡うたう会他演奏 

 ３月２３日(日) 福岡県民集会 冷泉公園/１３時～ 

３月２３日(日) 門司区大川稚鮎放流 大川/おおかわうたう会演奏 

３月３０日(日) 福岡県のうたごえ協議会・総会 さざんぴあ/１０時～１６時 

 ４月 ６日(日) 九州のうたごえ連絡会・総会 
長崎市「えきまえいきいき広場」 

１１時～１６時 

４月１０日(木) うたごえ連絡会・総会 ７名参加 

   

 


