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毎年出演している唐人揃い、今年は川越市の実験も兼ねた歩行者天国で、パレー
ドやパフォーマンスをする形です。助っ人クラウンには、リオとどりぃむ・ぼっくす
の「びぃと」と「あさいー」が来てくれました！
事務局がキッズクラウン用のメイク道具を忘れてしまったため、子どもたちは大人ク
ラウンのメイク道具を借りて変身。勝手は違うものの、慣れた手つきですぐにメイ
クが完成しました。パフォーマンスではてうたをやったり、「サーカスのうた」でダ
ンス＆ジャグリングをやったりしました。沿道の観客の皆さんには回したお皿を手

１１月１５日（日）　復活！朝鮮通信使－川越唐人揃い＠蔵造り通り

１１月３日（火）　埼玉子どもまつり＠さいたま市南区 別所沼公園

毎年ジャグリングコーナーとフェイスペイントを出展している
埼玉子どもまつり。今年もたくさんの子どもたちが来てくれま
した。スタッフはボスとぱぴぃとなっちゃんとちよこの４人。
今回のジャグリング体験コーナーはディアボロとポイが人気で、
友だちと代わる代わるディアボロを練習して、トスだけでなく
小技ができるようになった子や、ポイがうまくできるようになっ
たのでお母さんに技を見せに行く子もいました。子どもがまだ
赤ちゃんの親子連れは、お父さんとお母さんが皿をまわして記
念撮影をしていたり、はたまた子どもが別のコーナーに行って
いる間、お母さんが一人でジャグリングに挑戦していたりする
光景もありました。
フェイスペイントは例年と違い「自分で描く」に挑戦してもら
いました。とても好評で、自分だけでなく姉弟や友だちと描き
合ったりしていて楽しそうでした。また、さいたま子ども劇場
さんのブースの「子ども横丁」に合わせて募集した、「フェイ
スペイント屋さん」のアルバイトはとても人気。お客さんに説
明をしながら絵の型や色を選んでもらい、顔や手にペイントし
てあげる一連の仕事がとてもやりがいあったようで、何度もア
ルバイトをしに来たり、大人スタッフの促しを待たず、自分か
ら接客をしたりする子どもが何人もいました。

写真上／リオと皿回しに挑戦する沿道の子ども
写真中／歩きながらのジャグリングは難しい？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沿道のお客さんとも交流しながら進もう♪
写真下／キッズクラウン常連のしおりとわかば。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パフォーマンスも衣装も毎回レベルアップ。

渡して、皿回しに挑戦してもらったり、逆にたくさんの応援
や歓声をいただき、ポージングのリクエストに応えた写真
撮影をしたりしました。パレード終了後、蓮馨寺での交流会
では、リオ＆びぃと＆あさいー＆アキのミニショーを展開。
大人クラウンたちのコミカルな演技に笑い、アキのディアボ
ロパフォーマンスで大歓声が上がりました。更にゆめうたメ
ンバーでジンギスカンを踊ると、他の出演者も一緒に踊って
くれました ( 難しい！曲が長い～！など大人たちはひぃひぃ
言っていましたが )。最後はみんなでカチャーシー（沖縄の
踊り）をやり、記念写真を撮って
楽しく終えました。

好きなことに挑戦しよう！楽しいことに挑戦しよう!!好きなことに挑戦しよう！楽しいことに挑戦しよう!!

ゆめうたニュースが
不定期発行に変わります。

告知

創刊以来毎月発行を行っていたゆめうたニュー
スですが、今号より年５～６回の不定期の発行
とさせて頂きます。大きなイベントや告知、
ニュースに合わせて、適宜発行いたします。
ずっと発行を続けていくために、無理をしない
ことも大切と考えて決めました。何卒ご了承下
さい。

今後のゆめうたの予定については、随時メール
やＭＬ、ホームページなどでご確認下さい。また、
お気軽に事務局までお問い合せ下さい♪

はみだしゆめうた

－編集後記－

こんにちは。編集人のさくらいで
す。お久しぶりのニュース発行と
なりました。その間に年が暮れて、
明けて、バンクーバーオリンピッ

クまで始まっちゃいました。本当に、大変お待たせいたしま
した。この間の事務局では、新型インフルが流行ったとか、
ともちゃんがまた事務局の仕事をちょっとお手伝いをしてい
るとか、なっちゃんが玄関と事務所の間にある壁を取り壊し
て、一続きの広間にしてしまったとか、いろいろあります。
そう、事務所の壁が一部なくなってかなり開放的になりまし
た。ソファと座卓を置いて打ち合わせが出来るようにしたり、
あとはしっかり片づければ、カフェでも出来ちゃうんじゃな
い！？って雰囲気です。何より良いのが、ポイの練習を出来
る広さってことですね。高さがあ
る技は出来ませんが、簡単な回転
技は可能なので、さくらいが業務
の休憩中にくるくる回していま
す。美味しい珈琲と手作りお菓子
もありますよ。ぜひお気軽にお
しゃべり＆遊びに来て下さいね。

告知 ゆめうたからのお知らせや、イベント案内、アフガニスタン関連のお知らせなどを配信す
るメールマガジンを発行します。みなさん、ぜひご登録下さい！登録方法は簡単です！

７７７＠ｙｕｍｅｕｔａ．ｃｏｍ
に、空メール（なにも書いていないメール）を送るだけ。自動返信メールが届けば、登録完了です！

※自動返信メールが届かない場合は、登録できていません！ご注意下さい！

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。

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　　○は物販で参加するイベント　　☆はその他のイベント

これからの予定

日　　　　　時 内　　　　　容 場　　　　　所

大宮のおうち

てうたん練習

子ども☆夢☆未来フェスティバル

大宮のおうち

てうたん練習合宿

大宮のおうち

アートフルゆめまつり２０１０

大宮区 大宮小学校

さいたま市内公民館・白鍬事務所

伊奈町 県民活動総合センター

大宮区 大宮小学校

さいたま市内公民館・白鍬事務所

大宮区 大宮小学校

大宮区 大宮駅周辺１２会場

●3/13(土 )10:00～ 13:00

●3/13(土 )14:00～ 17:00

●3/14(日 ) 9:00～ 13:00

●3/20(土 )10:00～ 13:00

●3/20(土 )13:00～ 3/22(月祝 )17:00

●3/27(土 )10:00～ 13:00

●3/28(日 )10:00～ 20:30

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

　　　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 総会での議決権を持ちます。 不定期でニュースをお届けします。
寄付 3,000 円～
寄付 10,000 円～　
1 口 300 円 ×１２ヶ月 ( 寄付 ) 不定期で MMCC ニュースをお届けします。 アフガン事業へ♪
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
○○○@yumeuta.com または○○○@japan-mmcc.com

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

※ご寄付をいただいた個人さま ・ 団体さまを賛助会員として登録させ
ていただいております。 不定期でニュースをお届けします。 h22/3/1 改訂



■東上線沿線のおうち
志木・朝霞方面のこのおうちでは、しおり・ともえ・わかば・
あゆの４人を中心にてうたブームが再燃しています。ゆめうた
ではいつも歌うてうた曲がいくつもありますが、４人は映画

「猫の恩返し」の主題歌「風になる」をてうたにすべく、手
話辞典を借り、普段の遊びの時に集まって、自分たちだけで
１曲振りを仕上げました！
お母さんたちにも一切見せず、４人だけで作ったてうたは、
春の軽やかさ、かわいい恋の歌の雰囲気が十分に出ていて、

■大宮のおうち
毎年恒例のアートフルゆめ（希望）まつりに向けて、そろそ
ろジャグリング練習始動！？と思いきや、いつも最初に始ま
るのは本気の鬼ごっこ。大人・小学生・幼児入り交じって
いますが、常に全員全力疾走の上に、大人組はどうすれば
捕まえやすいか (Ｕターンのときに追いついたりフェイントす
るなど )を知っているので、子ども組から「ずるい～！」と
言われることもしばしば…。でも大人が先に休憩すると、
それはそれで「ダメー！」と言われます。大人が鬼ごっこに
疲れてジャグリング練習を始めると、今度は子どもたちも
ジャグリング練習を始める、といった具合です。
また、ののかやあやか、ホームズがお友だちも連れてきて、
一緒にいろんなジャグリングもしました。２月はアートフル
ゆめ（希望）まつりの準備が始まります。大宮のおうちを
軸に、今年もキッズクラウン隊を結成したいと思います！

てうたんが「日本のうたごえ祭典 2009・京都」に出演するの
に合わせて、２日目の大音楽会会場で物販を行いました。大
音楽会とは、祭典期間中様々な部門に出場するうたごえの皆
さんが一堂に会して、思いを込めた大合唱や音楽パフォーマ
ンスを長時間にわたって行う、祭典の中でも一番大きなイベ
ントです。全国のうたごえの皆さんが集まる場とあって、普
段会えない仲間や、ゆめうたが始まった頃の懐かしいお友だ
ちも来ていました。なっちゃんにはさながら同窓会のようで、
物販に久しぶり～！の挨拶にと楽しく忙しくしていました。
ちなみに商品は、ＭＭＣＣＴシャツとアフガニスタンチャリ
ティカレンダー。特にＴシャツは大盛況！数時間で７０枚以上
が売れました！本番用に買われる方が多く、直後のステージ
ではＭＭＣＣＴシャツ着用の方が多く見られたとか。

１０月２４日（土） 物販
日本のうたごえ祭典2009・京都＠京都市民体育館

埼玉の合唱発表交流会で繰り上げ推薦を
受けたてうたん。全国大会では埼玉大会
と同じく「手紙」と「海のおねがい」
を発表しました。当日はメンバー全員風
邪をひきコンディションは良くありません
でしたが、まずは合唱を楽しむことを大
事に舞台に立ちました。講評では、ステー
ジの立ち位置や声の出し方などに助言を
頂きましたが、てうたの珍しさに応援や

１０月２５日（日） てうたん 日本のうたごえ祭典
2009・京都に出演＠京都市呉竹文化センター

今回のコンサートは、きたがわてつさんとみんなの風のなか
またちが出演。ゆめうたはこのコンサートに協力させていた
だき、物販ではＴシャツやカレンダーを中心に販売しました。
コンサートでは、サブタイトルに『そんな町を』とある通り、
みんなできたがわてつさんの曲「そんな町を」を大合唱！風
の子の仲間が曲の頭の「納豆～～！」の掛け声をすると、
勢いは最高潮！仲間の元気と楽しい気分を分けてもらい、き
たがわてつさんの力強く温かい歌に思わず聴き入る、素敵な
コンサートでした。

１１月２１日（土） 物販 
みんなの風福祉会コンサート＠さいたま市民会館うらわ

たくさんの団体と仲間にご協力いた
だいたこの企画、上映会当日は、
残念なことに朝から寒く、夕方には
冷たい霧雨のあいにくの天気でした。
物販やキッズスペースを設けて１３時
３０分に第１回目の上映開場。この
回には高校生や先生方、志木市方面
からはお母さんやお父さん方が多く
いらっしゃいました。今回の企画で
は子育て世代や若い学生さんに見て
もらうことが一つの目的だったので、
良かったと思います。

１２月５日（土） 長編ドキュメンタリー映画
「ひめゆり」自主上映会＠さいたま市民会館うらわ

埼玉のうたごえ協議会さんからの声掛けで、ゆめうたは反貧
困連帯フェスタのコンサートで歌いました。他にも合唱やギ
ターユニット・トランペットなど様々な団体が演奏しながら、
「派遣村」が出来てしまう社会についてや、半貧困のＰＲメッ
セージなどを語りました。コンサートの最後は「翼をください」
をてうたでみんなで歌いました。
ソニックシティ内で行われていた大相談会では、多くの相談
者とボランティア希望者が来場したそうです。大宮という限
られた地域にもかかわらず、１日の相談件数は７０件以上。
話題になった昨年の派遣村から１年が経っていても、未だ変
わらない現状を示しているようでした。

１２月２３日（水祝）　年越し派遣村大相談会＆
　　　　反貧困連帯フェスタ＠大宮区 鐘塚公園

せせらぎコンサート。市民企画委員会ののぃちゃんが予想し
た通り、１２月にも関わらず、上着もいらないような暖かい
陽気の一日でした。ゆめうたは今回もジャグリング体験コー
ナーと、てうたのステージで出演。当日来たメンバーと相談
して、「ＹＵＭＥ日和」「やさしさに包まれたなら」「風になる」
「友だちになるために」「すべてを歌に」を歌いました。ジャ
グリング体験コーナーでは、スタッフが少ない中ボスが張り
切って、小中学生や親子連れ、通りがかりのお兄さんたちに
ジャグリングのコツを教えてくれていました。
小学生メンバーのしおり・わかば・ともえは、開演するなり
コンサートのパンフレット配りを手伝い始めました。まるで
「これは自分たちの仕事」と決めているかのようです。ゲー
ムのようにパンフレットをあちこち広範囲に配布していき、
コンサートスタッフの大人たちにも随分と感心されていまし
た。

１２月１２日（土） せせらぎコンサート＠大宮区 鐘塚公園

毎年共同事業で関わっている、Ｄｏコープさんの　「Ｄｏ！平
和募金」。今年も募集が決まり、その募金先団体のみなさん
との交流会に出席しました。各団体の事業紹介や募金活用の
報告をした後、２グループに分かれてお茶をしながら、お互
いの活動についてお話をしました。どの団体も海外を主に大
きく活動されている団体で、とても興味深い話ができた時間
となりました。

１１月９日（月） Ｄｏ！平和募金交流会＠スペース・どぅ

今回は何と中村家と今川家・おかもっち・ちよこ・ともの少
人数！大量の唐揚げと中村ママの差し入れ料理で、とっても美
味しい夕食になりました。料理好きのわかばは魚を捌けるよ
うになりたかったようで、この夜ついに、鮮魚の仕事をして
いる小野くんに教わることが出来ました。夕飯の準備でなか
なか空かないキッチンを行き来し、「まだ空かないの～？」
と何度も催促。やっと始められた時は嬉しそうにイカやアジ
を捌いて刺身にしていました。

１１月７日～８日　お泊まり会＠白鍬事務所

べんさん大好き！な志木おやこ劇場さんの定例会。低学年向
けの第１部では、面白おかしい子どもたちの世界をべんさん
が歌います。べんさんの言葉に子どもたちがちゃちゃを入れ
たり、一緒に合唱したりして、みんなとても楽しそう。お腹
を抱えて笑いながら歌った時間でした。ゆめうた物販では、
ここでもＴシャツが盛況！志木おやこ劇場の会員さんたちはす
でにたくさんのＴシャツを購入頂いているのに、この日も入
荷したばかりの新色Ｔシャツが飛ぶように売れていきました。
ありがとうございます！第２部は「バンド構成の大人なべん
さんワールド」ということで、小さい子どもたちは別室のゆ
めうた保育へ。ここではボス・ちよこ・あやこさんに加え、
急遽スタッフに駆けつけてくれたゆかりん・たなべくんが、
体当たりで子どもたちと遊びました。積み木をしたり、おま
まごとしたり、本を読んだり、お兄さんたちの体によじ登っ

１１月１４日（土祝）　志木おやこ劇場主催 たかはしべんさん
コンサート＆ゆめうた保育＠志木市民会館パルシティ

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？♪

●大宮のおうち（さいたま市 大宮小学校体育館 月２回位の
　土曜日　１０時～１３時 ※変動あり）
●東上線沿線のおうち(主に志木市いろは遊学館・朝霞市
　北朝霞公民館　毎週金曜日　１８時～２０時)
会費：一家族月１０００円でどちらの練習場にも参加可能です！

出 来で のまれこ 事

↑  男の子二人が協力して
竹のスティックを黙々と
並べる…出来上がったの
は大きくてカラフルな 
クエスチョンマーク！！！
最後はドミノ倒しで崩し
ていました。

←小野くんに魚のおろし
方を教わってウキウキの
わかば。 一番やりたかっ
たイカも刺身にできてと
ても満足だったよう。

合唱や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！

合唱や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！
●てうたん
　（主に公民館など　土日祝のいずれか月４～５回）
　（加集さんの合唱指導）
会費：月１０００円＋講師指導日数により変動

日 ～月 2010

１ 31 日月

お褒めの言葉も頂きました。まだまだ発展途上
のてうたんですが、来年の長崎の祭典に「交流部門推薦」で
出場できるようにがんばっていきたいと思います。

たり・・・コンサート終
了後、子どもたちは「遊
びきった～～！！」と言う
ような満足げな顔で、迎
えに来たパパママと一緒
に帰って行きました。

久々に遊びに来たしゅうたは友だちが少な
くて淋しかったかな？と思いましたが、中
村ママによれば「暗くすると星が光る空模
様の天井」と事務局の蔵書がかなりお気に
召したらしく、とても楽しかったとのこと。
家族でゆめうた事務局（＝友だちの家）に
泊まるのも、いつもと違うから良いかもね♪
みなさんも、どうぞお気軽に事務局に遊び
に来て下さい！

夕方の回は終演後に交流会をもち、映画の感想や沖縄につい
て思うことなどを１時間ほど語りました。スタッフで手伝って
くれた太鼓集団 響のメンバーや、沖縄出身の観客の方もい
て、短い時間でしたがそれぞれが思うことをよく話せたと思
います。
来場者数は２００名弱と少ないものでしたが、来場者からは
「もっとたくさんの人に観てもらいたい」「語ってくれたおばぁ
たちに感謝したい」など、たくさんの映画に賛同する感想を
いただきました。ご協力下さった皆さま、本当にありがとう
ございました。

とても素敵なものでした。
でも年が明けてからその
振りを教えてもらおうとし
たら、「もう忘れちゃったぁ
～」との返事。なんてもっ
たいない！４人の意識は早
くも次の曲の振り作りに
行っているようです。
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