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北 九 州 う た ご え 連 絡 会 ・ 活 動 の ま と め 

２０１９(Ｈ３１)年４月１１日～2020(R2)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 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】   

９月 ８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) 

【２０１４年】   

９月 ７日(日) 北九州のうたごえフェスティバル 若松市民会館(２６団体) 

【２０１５年】   

９月 ６日(日) 北九州のうたごえフェスティバル 
若松市民会館(２６団体) 

参加者約２４０名くらい 

【２０１６年】   

８月２８日(日) 北九州のうたごえフェスティバル 
若松市民会館 

(２２団体/約２００名参加) 

１０月８日(土) 

～９日(日) 
九州のうたごえ祭典ｉｎ北九州 

１０月８日(土)：合唱発表会(戸畑市民会

館)３４団体/約５００名参加 

１０月９日(日)：大音楽会(ソレイユホー

ル)約１,１００名参加 
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月 日 内  容 備   考 

【２０１７年】   

９月 ３日(日) 北九州のうたごえフェスティバル 若松市民会館/２６団体参加 

【２０１８年】   

８月２６日(日) 北九州のうたごえフェスティバル ムーブ/２２団体参加 

【２０１９年】   

４月１１日(木) うたごえ連絡会・総会 青い空合唱団事務所/１９時～/７名 

４月２０日(土) 奥野真理子メゾソプラノリサイタル ウェル戸畑/１４時～ 

４月２１日(日) 九州のうたごえ連絡協議会総会 宮崎 

４月２４日(水) 青い空合唱団１０周年「うたごえひろば」 大蔵市民センター/１８時３０分～ 

４月２８日(日) 福岡県のうたごえ協議会・総会 なみきスクエア 

５月 １日(水・祝) 北九州統一メーデー 勝山公園/１０時～ 

５月 ３日(金・祝) 平和をあきらめない北九州ネット集会 勝山公園/１５時３０分～ 

５月 9 日(木) うたごえ連絡会 青い空合唱団事務所/１９時～/７名 

５月１８日(土) 

～１９日(日) 
九州のうたごえ創作交流会 阿蘇の司ビラパークホテル 

５月２５日(土) 九州合同練習 南関町公民館/１０時３０分～１６時 

５月２６日(日) 戸ノ上神社春季大祭・奉納演芸会 戸ノ上神社/新日鉄八幡うたう会演奏 

５月３１日(金) 八幡東健康友の会記念行事 
環境ミュージアム/１４時～ 

新日鉄八幡うたう会演奏 

６月 １日(土) 視友協全国集会 
クラウンパレス北九州 

新日鉄八幡うたう会演奏 

６月 ２日(日) 
女声合唱団ビオレッティ 

第１０回コンサート 
ムーブ/１４時～ 

６月 ２日(日) 民舞の会結っ鼓三十周年記念公演 若松市民会館/１４時～ 

６月 ２日(日) 福岡県集会 築上町ふるさと公園広場/１３時～ 

６月 ９日(日) 北九州合同練習 生涯学習総合センター/１３時３０分～ 

６月１３日(木) うたごえ連絡会 青い空合唱団事務所/１９時～/７名 

６月１６日(日) 北九州母親大会 ひびしんホール/１０時～ 

６月２３日(日) 
第２２回・北九州うたごえ創作合唱団 

コンサート 
子どもの館/１４時～ 

６月３０日(日) 九州合同練習 南関町公民館/１０時３０分～１６時 

７月 ６日(土) 北九州合同練習 戸畑生涯学習センター/１３時３０分～ 

７月 ６日(土) 北九州うたごえフェスティバル話し合い 戸畑生涯学習センター 

７月 ７日(日) 語りとピアノと合唱による平和 
ムーブ/１４時～ 

新日鉄八幡うたう会演奏 

７月１１日(木) うたごえ連絡会 青い空合唱団事務所/１９時～/６名 

７月１６日(火) 平和行進 
門司港引き継ぎ，苅田町から引き継ぎ，

勝山公園到着集会 

７月１７日(水) 平和行進 勝山公園歓迎集会 

７月１８日(木) 平和行進 戸畑区役所歓迎集会，中央町歓迎集会 

７月２０日(土) 平和行進 水巻町役場歓迎集会 
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月 日 内  容 備   考 

７月２０日(土) 

～２１日(日) 
九州合同練習 阿蘇の司ビラパークホテル 

７月２４日(水) 青い空合唱団・うたごえひろば 大蔵市民センター/１８時３０分～ 

７月２８日(日) 北九州合同練習 戸畑生涯学習センター/１０時～ 

８月 ８日(木) 北九州平和音楽祭 
平野市民センター/１１時～ 

新日鉄八幡うたう会演奏 

８月８日(木) うたごえ連絡会 青い空合唱団事務所/１９時～/8 名 

８月 ９日(金) 原水禁長崎大会  

８月１２日(月・祝) 北九州合同練習 戸畑生涯学習センター/１３時３０分～ 

８月１６日(金) うたごえ連絡会 青い空合唱団事務所/１９時～/5 名 

 ８月１７日(土) 平和のための戦争展 子どもの館/１３時～ 

 ８月２２日(木) うたごえ連絡会 青い空合唱団事務所/１９時～/8 名 

 ８月２５日(日) 九州合同練習 南関公民館/１０時３０分～ 

 ８月２９日(木) うたごえ連絡会 青い空合唱団事務所/１９時～/8 名 

 ８月３１日(土) 戸畑へいわコンサート 戸畑生涯学習センター/１０時３０分～ 

 ９月７日(土) 北九州のうたごえフェスティバル 
ムーブ/13 時～ 

24 団体２４０名参加 

 ９月８日(日) 九州合同練習 宮崎県民文化センター/１０時３０分～ 

 ９月１２日(木) うたごえ連絡会 青い空合唱団事務所/１９時～/7 名 

 ９月１５日(日) 無名戦士追悼会 レインボープラザ/１３時～ 

 ９月１６日(月・祝) 福岡県のうたごえ交流会 
早良市民センター/１３時～ 

１９団体，２３５名参加 

９月２２日(日) 佐賀のうたごえ祭典 

佐賀市文化会館/１３時３０分～ 

混声合唱組曲「こわしてはいけない 

～無言感をうたう」演奏 

１０月５日(土) 

～６日(日) 
九州のうたごえ祭典 in 宮崎 メディキット県民文化センター 

１０月１０日(木) うたごえ連絡会 青い空合唱団事務所/１９時～/8 名 

１０月１９日(土) 門司戸上神社秋季大祭・奉納演芸 
柳御所 

新日鉄八幡うたう会演奏 

１０月２０日(日) 青い空合唱団・特別合唱団練習 戸畑生涯学習センター/１３時３０分～ 

1０月２３日(水) 青い空合唱団「第４３回うたごえひろば」 大蔵市民センター/１８時３０分～ 

１０月２６日(土) 大手町病院健康まつり 
健和会大手町病院 

青い空合唱団演奏 

１０月２７日(日) 「悪魔の飽食」全国縦断コンサート 新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあ 

１１月 １日(金) 小橋省治うたごえ人生５０年記念独唱会 北九州芸術劇場 小劇場/１４時 

１１月 ３日(日・祝) 青い空合唱団・特別合唱団練習 戸畑生涯学習センター/１３時３０分～ 

１１月１０日(日) 則松芸能発表会 
則松市民センター 

新日鉄八幡うたう会演奏 

１１月１０日(日) 大蔵市民センター文化祭 
大蔵市民センター 

青い空合唱団演奏 

１１月１４日(木) うたごえ連絡会 青い空合唱団事務所/１９時～/5 名 
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月 日 内  容 備   考 

１１月２３日(土・祝) 青い空合唱団・特別合唱団練習 
北九州生涯学習総合センター 

１３時３０分～ 

１１月２９日(金) 

～１２月１日(日) 
日本のうたごえ祭典 in 京都  

１２月４日(水) 北九州市議会・開会式 青い空合唱団 合唱 

１２月１２日(木) うたごえ連絡会 青い空合唱団事務所/１９時～/6 名 

１２月１４日(土) 青い空合唱団・特別合唱団練習 
北九州生涯学習総合センター 

１３時３０分～ 

１２月１５日(日) 
九州のうたごえ祭典 in 福岡 

第１回実行委員会 
コミセンわじろ/１３時３０分～ 

1２月１８日(水) 鷹見台団地(八幡西区)の催し 新日鉄八幡うたう会が演奏 

１２月２０日(金) 博慈苑ディサービス 
小倉南区志井 

新日鉄八幡うたう会が演奏 

１２月２１日(土) オペレッタ「メリー・ウィドウ」 ひびしんホール 

【２０20 年】   

１月 ８日(水) 石田市議後援会「新春の集い」 
ノートルダム北九州 

青い空合唱団が演奏 

１月 ９日(木) うたごえ連絡会 青い空合唱団事務所/１９時～/6 名 

１月１０日(金) 北九州地区労連・新春旗開き 小倉リーセントホテル/１８時１５分～ 

１月１２日(日) 青い空合唱団・特別合唱団練習 戸畑生涯学習センター/１３時３０分～ 

１月２５日(土) まちかどコーラス in 東田 

イオンモール八幡東店 

コーラスあじさい，北九州青い空合唱団

演奏 

１月２６日(日) 青い空合唱団・特別合唱団練習 戸畑生涯学習センター/１３時３０分～ 

１月２６日(日) いのちをつなぐ合唱団演奏会 福岡市中央市民センター/１４時～ 

２月 ５日(水) 青い空合唱団・第４４回うたごえひろば 大蔵市民センター/１８時３０分～ 

２月 ８日(土) 

～９(日) 
日本のうたごえ全国協議会総会 広島 

2 月 ９日(日) 青い空合唱団・特別合唱団練習 戸畑生涯学習センター/１３時３０分～ 

2 月 13 日(木) うたごえ連絡会 青い空合唱団事務所/１９時～/6 名 

2 月２3 日(日) 青い空合唱団・特別合唱団練習 戸畑生涯学習センター/１３時３０分～ 

２月 24 日(月・休) 
九州のうたごえ祭典 in 福岡 

第２回実行委員会 
早良市民センター/13 時 30 分～ 

3 月 8 日(日) 3.8 さよなら原発！北九州集会 

勝山公園/13 時～ 

コロナウイルスのため，集会は中止 

中止を知らずに参加される人を考慮し，

青い空合唱団９条の会で歌った 

３月 1２日(木) うたごえ連絡会 青い空合唱団事務所/１９時～/5 名 

３月２９日(日) 九州のうたごえ連絡会総会 コミセンわじろ 

4 月 9 日(木) うたごえ連絡会総会 青い空合唱団事務所/１7 時～/７名 

   

 


