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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

７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６月３０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

東上線沿線のおうち
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
東上線沿線のおうち
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
スクラムコンサート２００９
春野保育園ミニコンサート
東上線沿線のおうち

せせらぎコンサート ♪２０日にステージ出演あり
お泊まり会
春日部のおうち
東上線沿線のおうち
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

出会いのフォーラム２００９ 公開討論会に今川参加
東上線沿線のおうち
浦和歌区
２００９平和のための埼玉の戦争展　ピースライブ
２００９年埼玉のうたごえ合唱発表交流会

志木市 いろは遊学館第１・第２研修室
浦和区 仲本公民館
浦和事務所 食事付き♪
春日部市中央公民館　ステージ
志木市 いろは遊学館第１・第２研修室
浦和区 仲本公民館
浦和事務所 食事付き♪
春日部市中央公民館　大会議室
大宮区 さいたま市民会館おおみや
春野保育園
志木市 いろは遊学館第１・第２研修室
大宮区 ソニックシティ前 鐘塚公園
浦和事務所
春日部市中央公民館　ステージ
志木市 いろは遊学館第１・第２研修室
浦和区 仲本公民館
浦和事務所 食事付き♪
春日部市中央公民館　大会議室
国立オリンピック記念青少年総合センター
朝霞市 北朝霞公民館 講堂
浦和区 caffe 土瑠茶
浦和区 浦和コルソ ７階ホール
北区 プラザノース

●7/ 3(金 )18:00～ 20:00
●7/ 4(土 )14:00～ 17:00
●7/ 6(月 )18:00～ 21:00
●7/ 7(火 )17:30～ 19:30
●7/10(金 )18:00～ 20:00
●7/11(日 )14:00～ 17:00
●7/13(月 )18:00～ 21:00
●7/14(火 )17:30～ 19:30
●7/15(水 )18:30開場 19:00開演
●7/16(木 )
●7/17(金 )18:00～ 20:00
●7/19（日）～ 7/20（月祝）
●7/19（日）～ 7/20（月祝）
●7/22(水 )17:30～ 19:30
●7/24(金 )18:00～ 20:00
●7/26(日 )14:00～ 17:00
●7/27(月 )18:00～ 21:00
●7/28(火 )17:30～ 19:30
●7/29(水 )18:00～ 20:00
●7/31(金 )18:00～ 20:00
●8/ 1(土 )13:00開場～ 15:00頃
●8/ 1(土 )15:00頃～夕方
●9/12(土 )16:00開演予定
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　６年間たくさんのお客様に支えられた「今宵、浦和歌区」が、
５月３０日をもって終演したケロ。なっちゃん。ゆうたさん
の２人で始めたカフェライブも、かしう。さん、めぐちゃん、
小浦くん、伊丹くんと仲間も増え、チェロ弾きの男の子やゴ
スペルのご夫婦、バンドマン、紙芝居やマジック、ついには
ナターシャ・グジーさんも！趣味パフォーマーからプロの方
までいろいろな「いきなりゲスト」もあったケロ。本当に楽
しくて、みんなに感謝ケロ。
　８月からは隔月１回に「お昼の浦和歌区」が始まるケロ♪
気持ちも新たにみんなが楽しめるコンサートを創っていくケ
ロ！今まで来れなかったみんなも、ぜひ遊びに来てケロ～♪

ゆめうた裏事務局より青カエル ケロシのひとり言

～今宵、浦和歌区 終演
ありがとうと、またよろしくケロ～

　そもそも今回は、東久留米市で活動されている西部九条
の会さんからの、講演と子どもたちの歌の依頼でした。そ
れを「話して歌って発表する」のではなく、講演と歌を繋
げた一つのステージになるようにつくってきました。
　１２時を過ぎるとメンバーが続々到着。一番乗りは今日
も陽気で頼もしいよしこさんです。全員が揃ったらリハー
サル。でも前回の練習が 1 週間前＆本番もすぐなので、み
んな緊張してます…。相談の結果、本番中お客さんが入れ
ない上の客席にちよこが立って、てうたの見本をやること
に。試してみると、顔も上がるし振りもばっちり！安心し
て自信いっぱいに歌えます！これで本番もうまくできる
ぞ！リハーサルを終えた後は、控え室で最後の復習を時間
ぎりぎりまでやりました。
　講演では、活動の紹介や「子どものときから好きなことを、
夢を持って一生懸命やることの大切さ」などを、なっちゃ
んが映像や写真を用いながら順を追って説明しました。ア
フガニスタンの雪景色や緑豊かな風景が映ると、お客さん
もやはり驚いていました。合間には写真や映像に合わせて
「あの日の授業」「地雷ではなく花を」など、なっちゃん、
ゆうたさん、かしう。さんの演奏をはさみました。「あの日

の授業」では、シェハーンの授業の映像に合わせて、学校
の先生をされていた伊藤さんに朗読をしていただきました。
　アフガニスタンの子どもたちが「ともだちになるために」
を歌う映像が流れたら、みんなの出番！まずはステージ前
に一列に並んで映像に合わせて歌い、ステージに上がって
また「ともだちになるために」を歌います。手遊びも楽し
そう！次にめいちゃんの朗読。「小さい子が好きだから保育
園の先生になりたいです。お母さんに言ったらいいねっと
言ってくれました。うれしかったです」とかわいらしいメッ
セージは、会場の人々の心を温かくさせてくれました。そ
の後に夢や願い事の歌「翼をください」。そしてまりちゃん
の、好きなことをやり続けることと平和についての朗読は、
好きなことを一生懸命やっているまりちゃんだからこそ言
える言葉で、大人たちに平和の本当の意味や実感を教えて
くれました。そして最後に「すべてを歌に」、アンコールで
再度「友だちになるために」をやって、舞台は無事成功し
ました。
　講演と歌・朗読・メッセージが一つにつながった、素敵
ステージになり、アフガニスタンや大人、そして子どもの
みんなの想いが、きっとお客さんに伝わったと思います。

６月２０日（土）東久留米西部九条の会 設立３周年記念講演＠東久留米市西部地域センター

「平和」って夢を持てること
好きなことを精一杯がんばれること

「平和」って夢を持てること
好きなことを精一杯がんばれること

初めての仲間と一緒につくった舞台！初めての仲間と一緒につくった舞台！

須田俊子さま　 渡部紀子さま 　水谷光子さま

河合美喜さま　 伊藤加代子さま 　渡辺澄子さま

澤田洋子さま 村野道男さま 　照山幸子さま

加集静子さま 東久留米西部九条の会さま



■東上線沿線のおうち
　久しぶりにかしう。さんがいらして、皆で歌えて気持
ちよかったです。あまりに久しぶり過ぎて、声は出ない
し、譜面の読み方も忘れてて情けなかったけれど、皆と
手を繋いで歌える幸せを感じました♪
　部活が終わってから来てくれた知子ちゃんとかおりん
にも感激 (*^^*) 社会科見学で浄水場迄歩き疲れたみお
が元気なかったのが残念だけど、それでも来てくれて嬉
しかったです！
　さららちゃんとゆくねたん抜きでなっちゃんだけ登場
した時は、本当になんだか忘れ物してきたような寂しさ
でしたね (^_-)-☆さらら＆ゆくねコンビはゆめうたの大
事なメンバーなんだね（＾-＾）先週はみのちゃん小野

君の１年生話を聞き、たっくんにも会えて、嬉しかった
し…やっぱりゆめうたに行くと
幸せな気持ちになれる自分を再
確認しました！みんなみんな大
好き (*゜ー *) だぞ【めぐみ】

■てうたん
　かすみの提案の「手紙〜拝啓 十五歳の君へ〜」と、
燎平の提案の「涙そうそう」を課題曲に歌っています。
メンバーを増やして合唱発表交流会に出演することや、
大人だけや平日の練習時間を増やすこと、練習を公民館
でやることなど、今後に向けてたくさん相談もしました。
ゆめうたの合唱チームとして、どんどん力をつけていき
たいと思います！

■春日部のおうち
　人が少ない日が多く、いつもより静かな活動が多かっ
た６月。なっちゃんのＭａｃで遊んだり、ジャグリン
グしたり、ゲームをしたり歌練習をしたり。あるとき
は部屋のホワイトボードに彩花が似顔絵を描き出した
ら、燎平と俊弥も描き出して、ついでに千代子も描いて、
結局ボードめいっぱいにお絵かきをしました。またあ
るときは隣の公園に行ってアスレチックで遊びます。
さららは彩花のまねをするのが大好きで、一緒に滑り
台を滑ったり、逆さ登りに挑戦したりしています。先
に公園で遊んでた子がジャグリングに挑戦したりもし
ました。その子とも一緒にまた遊べたらいいね～。

　今日はなっちゃん、とも、小野くん、ちよこで行きました。
お兄さんがいるので、男の子たちは前回よりも元気に暴れ
回ります！女の子たちも慣れてきて、たくさん話しかけて
くれます。新しいメンバーも来て、少し人数が多くなりま
した。歌練習は最初輪になって曲を歌って思い出し、次に
ステージと同じように列に並んで歌いました。「ともだち
になるために」のサビで手遊びをするところがまだ難しそ
うかなー？
　練習後はみんなでお菓子を食べて休憩してから解散。そ
の後は打ち合わせ。ステージでは歌の合間に朗読を入れる
ので、経験があるめいちゃんと、中学生のまりちゃんにお
願いしました。最初はほかのの詩を読む予定だったのです
が、せっかくなので、二人が
詩や文章を自分で書いて読む
ことになりました。なっちゃ
んからアドバイスをもらい、
明日の練習までに下書きをし
ます。二人ともこれは初めて
の挑戦？明日が楽しみです！

６月１３日（土）東久留米西部九条の会 歌練習

　昨日から引き続き、ステージと同じように列になって練
習。２日連続なのでだいぶ手の振りもついてきました。中
にはすっかり覚えてできてしまう子も！早いなぁ。
　練習後の打ち合わせでは、昨日お願いしていた朗読の文
章を、めいちゃんとまりちゃんが書いてきてくれました。
まずはめいちゃんから発表。短いけれどかわいくてあった
かい、自分の夢についての文を作ってくれました。お母さ
んのことを話すところで、外で待っているお母さんを照れ
ながらチラッと見る仕草がまたかわいらしい♪
　まりちゃんは、自分が好きなダンスや合唱を一生懸命や
ることと戦争や平和とを、つなげて考えたことを書いてき
てくれました。「平和でないところでは好きなことができ
ない。だから私は、好きなことを精一杯やろうと思います」
というメッセージは、「平和であることの大切さ・平和を
守るための最良の方法」を身をもって知って表現している
ようです。ちよこはとても胸に刺さりました。
　想像以上にすてきな文章だったので、打ち合わせに参加
した大人たちは本当に驚いてうれしくなりました。これを
聞いたお客さんは、どんなことを感じるだろう？本番がと
ても楽しみです。

６月１４日（日）東久留米西部九条の会 歌練習

　今回は３日間のスペシャル！と思いきや、みんなそれぞ
れ予定が重なったようで過去最少人数でした。（あらら）
　１日目はみんなでカレーを食べてのんびり。ちよこの友
人のなかやまんが遊びに来たので、自己紹介をしたり、そ
れぞれのお父さん、お母さんの普段の様子や怒り方、家で
の出来事についておしゃべりしました。普段とは違う印象
の面白い話も聞けてしまい、かなり盛り上がりました。笑
（お父さん、お母さんごめんなさい！！） 
　２日目は朝からのんびり。最近事務局でブームの百人一
首をみんなでパルコに買いに行き、帰って早速やります。
でもほとんどの人が一首も覚えていないド素人なので、な
んと絵札と字札を全部並べて、詠みは付属ＣＤを流して大

６月２６日（金）〜・２７日（土）・２８日（日）　
お泊まり会スペシャル

　初日はまず自己紹介から。ガムテープに名前を書いて名
札にしたら、みんなで集まってそれぞれの好きなものや好
きなことを話します。名札に細かく銀河の絵を描くハラー
や、西部九条の会の大野さんを「じぃじ」と呼ぶりりかちゃ
んと、お友だちの七海ちゃん、ちょっと引っ込み思案？の
めいちゃん、陽気なおばあちゃんのよしこさん、ジャンベ
という大きなアフリカの打楽器をママチャリに載せてやっ
て来るほっしーなど、全員東久留米のごく地元に住む人ば
かり。
　自己紹介の後は、今回どうしてみんなで歌うのかや、ゆ
めうたやアフガニスタンのことをなっちゃんが話します。
ＭＭＣＣの巨大雪だるまや、アフガニスタンの子どもたち
が日本語で「ともだちになるために」を歌っている映像を
見せると、みんなとても驚いていました。
　ひとしきりしゃべった後は、ゆうたさんの演奏でなっ
ちゃん、とも、ちよこがてうたを歌って、みんなに好きな
曲を選んでもらいました。雰囲気が優しいということで、
「すべてを歌に」「翼をください」「ともだちになるために」
に決定。でも覚えるてうたがとても難しそうで、みんな不
安そう。さっそく歌とてうたの練習を始めるけど、何だか
まだ固いねぇ。曲の締めにみんなで手をつないで
「ワー！！」っとやる練習（笑）をすると、だんだんみん
な良い具合に緩んできたようです♪最後はみんなで輪に
なって、元気に歌って終わりました♪

６月７日（日）東久留米西部九条の会 歌練習

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？♪
●春日部 ( 春日部中央公民館　基本毎週水曜：
　　　　会場の空き状況によって変わることもあります )
●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。

▲お絵かきに夢中
　の燎平

 なっちゃんは 

▲

 クラブジャグ
 リングに挑戦

出 来月 の６ 事

今宵、浦和歌区。最終夜今宵、浦和歌区。最終夜
５月３０日 ( 土 )＠caffe 土瑠茶

次回から開催スケジュールが変わるため、「今宵、浦和歌
区。」は今夜が最終日。６年間にわたり多くのお客様や演
奏家の方と、毎月誰でも出演できる、一緒に歌える時間
を創ってきました。
　今夜はまずは小浦くん。「ドリーマー」「月と星の下で」
などゆめうたでも人気のある曲やプリンセスプリンセス
の「Ｍ」のカバーをしてくれました。
　二番手は伊丹くん。新曲などオリジナルを披露。伊丹
くんのカバーはフォーク好きの彼らしい「２２才の別れ」
です。ゆうたさん、ともをさん、かしう。さんは、先日
亡くなった「ロックの神様」忌野清志郎さんにちなみ、Ｒ
Ｃサクセションをカバーしました。「Ｈ２Ｏ／Ｏ２」や「マ
マズソング」をじっくり聴かせてくれ、また第１夜から
いる思い入れなどを話してくれました。最後はなっちゃ
んと一緒にみんなで「ねがい」や「すべてを歌に」など
を歌い、最後を大団円で終えました。
　８月からの浦和歌区は隔月１回、土曜の昼間に行いま
す。今まで夜遅くて来られなかった方も、ぜひお越しく
ださい！一緒に素敵な音楽の時間を過ごしましょう♪

出演 / 今川夏如・ゆうた・かしう。・小浦貴史・伊丹

初めてのジャグリングも 

▲

うまくできたよ！！

▲（上２枚）ゆうたさんの演奏を聴く東久留米のみんな。
　　　　　　どんなことを感じたかなぁ？

▲

左がめいちゃん
　 右はななみちゃん

▲フェイスペイントが大人気～♪
　これはうぇるち担当。

バルーンアートは家族みんなで 

▲

挑戦してくれました♪

かるた大会！しかしなかなか札
を見つけられません。沈黙が続
きます。結局は「後半になれば
（句を覚えてる札を見つけやす
いから）強いよ！」と豪語する
なっちゃんを、「中学校の百人
一首大会決勝で１００枚中８０
枚を取り圧勝した」ともちゃん
が引き離して勝利！
８人で２００枚の札を２時間か
けて取り尽くしました。
　夕方には、とも、彩花、かすみ、
あき、さらら、千代子でアスレ
チックがある大崎公園に行き、
たくさんの遊具やジャグリング
で遊んだり、水路で水遊びをし
たりしました。最後には木登り
をやったのですが、調子にのっ
て高くまで登った千代子が降り
られなくなるという事態に…笑 
あきの助言を受け自力で降りられたのですが、あきと彩花
にしばらく笑われっぱなしの千代子でした。夜はみんなが
大好きな銭湯！でも時間が遅かったり遊び疲れたせいも
あって、みんな３０分くらいで出てしまいました。帰った
らすぐ就寝…。
　３日目は前日までの疲れもあり、朝は遅め。みんなでター
ミネーターのＤＶＤを観ました。
　競馬場公園がなくなってしまったので、事務所近辺に遊
ぶところが減ってしまいましたが、たまには遠出するのも
いいですねぇ。大崎公園にもまた行こうね！
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