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　　　　 キッズクラウンの定番
　　　　 「サーカスのうた」の
決めポーズ。このうち２人は
飛び入り参加です。わかるかな？

第１２０回

せせらぎコンサート出演!!

第１２０回

せせらぎコンサート出演!!

ゆめうたニュースに関する感想･アイデア･情報等をお寄せください。お待ちしております。

お問い合わせ　TEL 048-783-5771　FAX 048-783-5772　info@yumeuta.com
郵便振替　00160-8-352345　特定非営利活動法人みんなの夢の音楽隊

年会費 1口 10,000 円　毎月 1回ニュースをお届けします。活動を支えてください！
年会費 1口  3,000 円　毎月 1回ニュースをお届けします。
年会費 1口 10,000 円　共同企画事業で会員割引が適用されます。
月会費１口　　300 円　年４回 MMCC ニュースをお届けします。
1ｱｶｳﾝﾄ 3,150 円／年

正会員
賛助会員
団体賛助会員
MMCCｻﾎﾟｰﾀｰ
※ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

NPO 法人みんなの夢の音楽隊は、会員の皆様の会費によって運営されています。

私たちの活動に賛同し、協力してくださるメンバーを募集しています！

ＮＰＯ法人みんなの夢の音楽隊 会員募集中

予定は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。詳細は事務局までお問合せください。

♪は歌の練習や出演イベント　　★はアフガニスタンのイベント　　☆はその他のイベント　　○は物販で参加するイベント

８月～の予定

♪寄付･渡航費カンパを
　　　　　　　　頂いた皆さま♪
♪寄付･渡航費カンパを
　　　　　　　　頂いた皆さま♪

２００９年７月３１日現在
たくさんのご協力ありがとうございました！

日　　　　　時 内　　　　　容 場　　　　　所

うらわ歌区
２００９平和のための埼玉の戦争展　ピースライブ
てうたん練習
ゆめうた事務局定例会　いろいろ作業します
春日部のおうち
映画「ひめゆり」上映会スタッフ会議
てうたん練習
東上線沿線のおうち
大宮のおうち
ゆめうた事務局定例会　いろいろ作業します
てうたん練習　合宿
てうたん練習　合宿
てうたん練習　合宿
ゆめうた事務局定例会　いろいろ作業します
てうたん練習
映画「ひめゆり」上映会スタッフ会議
東上線沿線のおうち
大宮のおうち
ゆめうた事務局定例会　いろいろ作業します
てうたん練習
映画「ひめゆり」上映会スタッフ会議
てうたん練習
２００９年埼玉のうたごえ合唱発表交流会

浦和区 caffe 土瑠茶
浦和区 浦和コルソ ７階ホール
浦和区 針ヶ谷公民館（最寄：ＪＲ与野駅）
浦和区 浦和事務所 食事付き♪
春日部市中央公民館　大会議室
浦和区 浦和事務所
浦和区 浦和事務所
朝霞市 北朝霞公民館 講堂
大宮区 大宮小学校 体育館
浦和区 浦和事務所 食事付き♪
浦和区 浦和事務所
浦和区 岸町公民館
浦和区 岸町公民館（最寄：ＪＲ浦和駅）
浦和区 浦和事務所 食事付き♪
浦和区 浦和事務所（予定）
浦和区 浦和事務所
志木市 いろは遊学館第1・第2研修室
大宮区 大宮小学校 体育館
浦和区 浦和事務所 食事付き♪
浦和区 浦和事務所（予定）
浦和区 浦和事務所
浦和区 浦和事務所（予定）
北区 プラザノース

●8/ 1(土 )13:00開場～ 15:00頃
●8/ 1(土 )15:30開演～ 18:30終演
●8/ 2(日 )13:00～ 16:00
●8/ 3(月 )18:00～ 21:00
●8/ 4(火 )17:30～ 19:30
●8/ 6(木 )18:00～ 21:00
●8/ 7(金 )13:00～ 16:00
●8/ 7(金 )18:00～ 20:00
●8/ 8(土 )13:00～ 15:00
●8/10(月 )18:00～ 21:00
●8/12(水 )13:00～
●8/13(木 )
●8/14(金 )      ～ 17:00
●8/17(月 )18:00～ 21:00
●8/18(火 )13:00～ 16:00
●8/20(木 )18:00～ 21:00
●8/21(金 )18:00～ 20:00
●8/24(月 ) 9:00～ 16:00
●8/24(月 )18:00～ 21:00
●8/25(火 )13:00～ 16:00
●8/27(木 )18:00～ 21:00
●8/29(土 )13:00～ 16:00
●9/12(土 )16:00開演～
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　２００６年のＡｆｇｈａｎ－ＭＭＣＣ来日共同公演後から
ずーっと続いているお泊まり会。最初はアフガニスタンのみ
んなとＴＶ電話でおしゃべりするのが目的だったけど、次第
に月 1 回各地のみんなが集まる大事な会になってるケロね。
最近はお風呂屋に行くのが人気だケロ。あ、ケロシはお風呂
厳禁なので、７月のお泊まり会の時も、めぐみしゃんとお留
守番してたケロよ。ゆでカエルにはなりたくないケロね～。
　ででで。８月のお泊まり会は初の「いつでもＯＫ」にして
みたケロ。お友だち、家族、兄弟で、好きな時に事務所に泊
まりに来るケロ！もちろん大人同士も何回でも大歓迎ケロ
よ！まずはお泊まりに来たい日を事務局に連絡してケロ！

ゆめうた裏事務局より青カエル ケロシのひとり言

～夏休み！毎日がお泊まり会ケロ！～

　夏休み最初の日曜日！さいたま市大宮区のソニックシ
ティで２日間に渡り、「夏休みちびっ子広場」が開催されま
した。ゆめうたは「せせらぎコンサート」に参加です。２
日間のジャグリング体験コーナーと物販、それに２日目の
ステージ出演でした。
　初日はジャグリング＆バルーンアート体験コーナーとＴ
シャツの販売。と思いきや「超！」強風でバルーンは飛ぶ
しジャグリングのお皿も飛ぶし！で大変です。バルーンと
Ｔシャツは始まって早々に片づけてしまいました。ジャグ
リング体験は、風が届きにくい奥の階段近くで実演。それ
でもたくさんの子ども・大人の方が遊びに来てくれました。
　２日目は風も弱くジャグリングコーナーも少し外に出せ
ます。そこにはお気に入りの道具が見つかり、ずーっとやっ
ている子ども４人組が。もはや「体験」ではなく「練習」です。
　このずっと「練習」している子どもたち。１２時～１３
時のお昼休みに入ると、再開時間をカウントダウンして待っ
ています。今日初めてジャグリングをしたとは思えないほ
どのフラワースティックの手さばきとディアボロの手慣れ
た感じ！テーブル席で休んでるお母さんたちの前で、並ん
でパフォーマンスの披露までやっているので「サーカスの

うた」のパフォーマンス出演に誘うと、すぐに「やる！」
と良い返事が。結果、ディアボロが４人、お皿まわしが３人、
ポイが３人、フラワースティック＆デビルスティックが２
人の、計１２人＋うたの大所帯になりました！
　今日初めて参加の人でも一緒にステージに上がれちゃう
ゆめうたの特性がうま～く出ています。この４人、本番の
ジャグリングパフォーマンスを見事にこなし、「ＢＩＥＬＩ
ＥＶＥ」「翼をください」「ＹＵＭＥ日和」「すべてを歌に」
と知らない曲・てうたも見様見まねでやり、最後まで一緒
にステージを作ってくれました！もちろん、ステージ脇で
見ていた（待っていた？）浦和工業高校Ｕ－ＴＥＣコーラ
ス部のお兄さん・お姉さんたちにもステージに上がっても

らい、知っている曲を一緒に合唱♪力強い歌声で加勢して
くれました。
　せせらぎコンサート市民企画委員会ののぃちゃんが「サー
カスのうたが始まった途端、客席の子どもたちの目がパッ
と変わってキラキラしてたよ～！！」と言った通り、ゆめ
うたのステージが終わった後はさらにジャグリング体験
コーナーに人が集まり、特に飛び入り参加の子がやったフ
ラワースティックは大人気でした！

加集静子さま   渡辺昌代さま  松浦素子さま

前田真吹さま   岡洋子さま  石川照子さま

池田信子さま   向井田通子さま 照山幸子さま

矢野今日子さま   戸口弘子さま

有限会社 新演奏家協会さま



■東上線沿線のおうち
　最近はみんながのんび～りやってきて、なんとな～く
はじまってる東上線のおうち。子どもたちは夏休みに
入ったせいか元気が有り余っているようで、練習場に来
るやいなやみんなで追いかけっこが始まる。そんなに広
くない部屋の中をそりゃあもう思いっきり走って、そん
な時の子どもの顔はとっても楽しそうなので、そのまま
に。大人は追いかけっこにはさすがについて行けないの
で、お母さん達でお話ししたり、時々流れてくる曲にあ
わせて歌を歌ったり、本当にゆったりとした時間が流れ
ています ( 笑 )。
　そんな中、１人一生懸命練習を始めた子が。しおりで
す。しおりはおもむろに３つのボールをジャグリング道
具入れから出してくると、ひたすら練習をしていました。
ちょうどお仕事がお休みだったので来ていた小野くんに
コツを教わりながら、何度も何度もボールを投げていま
した。結局２時間の練習のほとんどをボールの練習をし
ていたしおりさん。終わる頃には「腕が痛い～」な状態
になっていました。でもその集中力はお見事！最後はみ
んなで「虹」「ＹＵＭＥ日和」を歌って、終わったのでした。
【とも】

■春日部のおうち
　今月はジャグリングの練習をする日が多かった春日
部。ちよことあやかはポイをまわして、ボスとともはデ
ビルスティック、あ、あっちの方では西村さんがボール
を投げている～という感じでした。春日部の練習にはよ
くゆくねとさららもやってくるのですが、さららはみん
ながやっていたポイをやりたくなったようで、「さらら
もやる～」となっちゃんの所へ。ポイの長さを短くして、
片手でがんばってくるくる回していました。その姿はな
んともかわいく、みんな思わず笑っていました。
　かしう。さんが来てくれた日は、みんなで真剣に歌の
練習をしました。９月に行われる合唱発表交流会の曲決
めでは、かしう。さんから「今、この時代に」を歌おう！
と提案があり、みんなで練習をしました。この歌、最近
はなかなか歌われる機会が少ないそうなのですが、とっ
てもかっこよくていい歌です。高音部分もあって、難し
いのですが、みんなでこれをばし！っと歌えたらめちゃ
くちゃかっこいいだろうな～～
と思える作品です！だからみん
なでがんばって練習しよう♪
 【とも】

７月１９日（日）せせらぎコンサート＆お泊まり会

　いつもゆめうたのイベントにたくさん遊びに来てくれる
志木おやこ劇場さんが、１１月１４日にたかはしべんさん
のコンサートをやるそうで、「そのときにべんさんの曲に
てうたの振りをつけて歌いたいので、てうたとは何かを教
えて下さい！」とお話を頂き、会議にお邪魔してきました。
　いつもゆめうたで「てうた」を歌ってる方もいるけれど、
改めて「てうたって何？」と聞かれると難しいかも知れま
せん。お話ではまず「てうた」と「手話ソング・手話ダンス」
の違いや、生まれたきっかけなどを説明。でも「聴いて見
るのがわかりやすかもね～」ということで、なっちゃん・
とも・ちよこと志木おやこ劇場のママさんと一緒に、「海
のおねがい」「ＹＵＭＥ日和」などを披露しました。
　歌の説明をするとなると、難しいこともあるものです。
でも、曲に想いさえあれば誰でも創れるうた・振りだとい
う事を知ってもらえればいいなと思いました。

７月１４日 志木おやこ劇場の会議でてうたのお話

た んめ うゆ ち
様 子の

♪一緒に歌ったり遊んだりしませんか？♪
●大宮（大宮駅東口 大宮小学校体育館）
●春日部（春日部市中央公民館 毎週水曜または火曜）
●東上線沿線 ( 主に志木・鶴瀬・北朝霞 毎週金曜 )
会費：月 1,000 円でどちらの練習場にも参加可能です！

●てうたん
　（主に仲本公民館など　土日祝のいずれか月４・５回）
会費：月 2,000 円 かしう。さんの指導で行っています。

どろんこ学童で会得した「逆立ち 

▲

ブリッジ」を披露するあやか。
日々上達している模様。

出 来月 の７ 事

1 面の飛び入り参加は誰？の質問

▲

答えはこの２人です！
（真ん中奥はゆめうたのあき）

大宮のおうちが始まります !!

というわけで？

ついに！

アートフルゆめまつりのキッズクラウン隊が、 ようやっと定期活動になります。
詳細は以下の通りです。 ぜひぜひ一緒にやりましょう！

■やること！…ジャグリング ・ てうた ・ ダンス ・ 新しい演目作り 他その時々でやりたいこと！
■会場…大宮小学校 体育館
■日時…基本月 2 回土曜日 9 時～ 12 時

　　　　※学校施設なので、使える日時が月によって異なります。毎月第 3土曜日に、
　　　　　翌月の使用を利用者同士で相談して決めます。
　　　　※イベント・発表前などで集中練習を組む場合は、毎週開催することもあります。
　　　　※8月は選挙やまつりで土日の空きが少ないため変則です。ごめんなさい！

■参加費 ( 基本登録制 )…家族会費 月 /1000 円

　※ＮＰＯ法人みんなの夢の音楽隊にご入会ください。( 賛助会員 年間 3000 円 )
　※何人参加でも一家族 1000 円です ( なのでぜひ家族でお越しください♪)
　※東上線沿線のおうち・春日部のおうち・大宮のおうちのどの会場にも参加出来ます。
　※基本登録制のため、一度もおうちに行けなかった月も会費がかかります。
　※お友だちなどお試し参加は無料です。
　※会費の支払いは「ゆめうたクレジットカード ( 楽天 KC NPOサポートカード )」に
　　なります。現金での支払いは別途事務手数料を頂く場合もございます。
　　詳しくはおうち当日にご説明いたします。

8 月はこの 2 回！

8 月 8 日（土） 13 時～ 15 時　8 月 24 日（月）9 時～ 16 時

  クラウンメイクを済ませたののかとあやかが来ると、
途端にコーナーが華やかになります。物珍しい道具・TV
や路上でしか見れないジャグリングに挑戦出来るとあっ
て、どんどんこどもたちが集まって来ます。一緒に来た
お父さん・お母さんに人気なのは皿回し。一番簡単そう
なので挑戦してみたくなるのですが、これも意外とコツ
がいります。 （覚えてしまえば簡単にできるのですけどね
～）お姉ちゃん・お兄ちゃんがやっている道具を一緒に
やる下の子や、やり方を覚えて妹、弟に教える上の子たち、
親子で一緒に挑戦するけど、やっぱり子どもの方が早く
覚えちゃう！なんて姿もよく見られました。
　午後になると高学年の子たちがずーっとジャグリング
体験に入り浸ってしまう姿もちらほら。さすがのお母さ
んたちも、近くのベンチで休憩です。とある子は横浜の
大道芸を見て自分で始めたらしく、ディアボロを持参。
大好きでいつも練習しているのでしょうね。トスくらい
はひょいと出来ておりました！すごい！
　そこに登場したゆめうたのりょうへい（ディアボロメ
イン）。「ディアボロが上手い子が来てるよ～！」と言う
と「別にカンケーねぇし」と素知らぬ顔。しかし１０分
ばかり後に見ると、そのディアボロが上手い子と一緒に
ジャグリングをし、自分の技を披露していたりしました。
何ともりょうへいらしい行動です。その後２人はディア
ボロ仲間として仲良くなった模様。また一緒に遊べると
良いね。終了後、あやかは「ずーっとジャグリングコーナー
にいた女の子に、おともだちになってって言われたんだ
よ～！」と嬉しそうに話します。どんなときでも楽しむ
思いっきり笑顔のあやかは、どこへ行っても人気者だね。
クラウンメイクをしていたので、素顔の時にわかるか気
にしていたけど、きっと大丈夫。大宮のおうちでまた会
おうね。
　その後は急いで片づけて事務所に帰りお泊まり会！テ
ンションは夜も上がり続け、子どもたちから「お風呂屋
に行きたい！」コールが巻き起こります。野菜たっぷり
の「お好みサラダそば＆そうめん」をお腹いっぱい食べ
たら、いつものお風呂屋へ。汗を流してゆっくりしたら
ようやく落ち着いたのか、帰ってきたらみんなあっさり
寝付いてしまうのでした。

　てうたんはただいま合唱発表交流会に向けて猛練習中
です！かしう。さんの指導のもと、高音パート、低音パー
トに分かれ、アンジェラ・アキさんの「手紙～拝啓十五
の君へ～」を練習しています。内訳は、高音パート→あ
やか、りょうへい、とも・低音パート→かすみ、ちよこ、
みゆきさんです。初めは声出しのためにストレッチをし
たりして、それから発声練習。体と喉がほどよ～くほぐ
れたところで歌の練習を開始します。今回の歌の楽譜は、
かしう。さんが作ってくれた、小学校３年生のりょうへ
いでも全部読める漢字しか使っていないてうたん特別
バージョン！かしう。さんの細やかな心遣いに感謝です。
　それぞれのパートで、主旋律とは違ういろんな音が出
てくるので、それも覚えながら、歌の中で気をつけて歌
う所を意識して歌うと、まだ覚えきれていない体では時々
ついていけないところがあるのですが、がんばって練習
して、自然に歌えるようになっていきたいです！ 【とも】

てうたん頑張っています。

合唱とてうたをもっとうまく歌いたい方、
私たちと一緒にやりませんか？メンバー募集中！
teutan@yumeuta.com までご連絡下さい！

合唱とてうたをもっとうまく歌いたい方、
私たちと一緒にやりませんか？メンバー募集中！
teutan@yumeuta.com までご連絡下さい！
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