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　７年目のカレンダーの季節がやって参りました。今年もアフ

ガニスタンに渡航できなかったため、今までの渡航で撮影した

写真の中から選んで作りました。状況はよくならず、報道も少な

くなってきましたが、誰もが知っているのは、「戦争は終わって

いない。」ということ。え？終わってると思ってる人もいる？ホ

ント？などと、むしろ日本の状況に疎くなっているので

は？？？と不安になります。でもね。現地の様子をインターネッ

トのテレビ電話などで聞いたりしていると、やっぱり、戦争が

どうだとか、そんな話は出てこないのです。「平和がゴールじゃ

ない。」このテーマは、そんななかで浮かんだ言葉です。日本で

活動していると、平和をテーマにした講演会に呼ばれることが

多いです。でも、僕たちのゴールは「平和」じゃないんです。そ

の先にあるんです。もちろん、平和が必須です。でもそれが

ゴールじゃない。

　日本で暮らしていても、いろんな出来事が私たちの生活を脅

かします。ただ、それに目を向けなければ、それほど気にせず生

きていけます。だけど、そのなにかが、自分に降りかかってきた

とき、手遅れであることに気がつくだけ。自殺や、何かを苦にし

た事件は後を絶たない。小さな子どもの命が失われる事件もた

くさんたくさん。なんか悔しくないですか？自分にできること、

ホントに無かった？自分のせいじゃないし、何もできなかった

かもしれない。だけど、なんかできたかもしれない。せめて、自

分が近くにいたら、なんかできたかもしれない。そう思ってしま

うことが増えました。ゆめうたは、「つながり」でしかありませ

ん。だからこそ、無限に広がっていきたいと思います。アフガニ

スタンにもつながった。どこへだってつながるはず。みんなでア

ンテナ広げて、どんどんつながっていきましょう～♪

　あ。ついでのようで申し訳ないのですが、カレンダーの支援金

総額が、過去６年間で1,150万円になりました。ありがとうござ

いました！

2010年11月11日 みんなの夢の音楽隊 理事長 今川夏如

●ゆめコト通信好評配信中！！ 
　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てい

ます。なっちゃんの日々の出来事や思ったこと、事務局小話な

どか～な～り読み応えあります。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(題名や本文に何も入力していないメール)を送る

だけ。自動返信メールが届けば、登録完了です。パソコン・携帯

電話どちらでもＯＫです！ただし携帯電話で迷惑メール対策を

している方は、「@yumeuta.com」が受信できるように設定して

おいてください。　※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！

次回発行予定は  1月下旬  です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新年の抱負や年末年始の出来事・・・などかな？

●新システム「ゆめうた事務局窓口」を開設しました。

会費のクレジットカード月次決済
への 切 り替 え 、 ご 協 力をお 願 い
いたします。

　今まで会費等の決済は、現金、郵

便振替、ゆめうたカード(楽天ＫＣ)の

いずれかでお願いしていましたが、

このたび新システム導入により、ゆ

めうたカード以外のクレジットカー

ドでも決済が可能になりました。

　新しく開設した「ゆめうた事務局窓口」では、会費・寄付・

ネットショップのお支払い・イベント参加費などの専用クレ

ジット決済ページがあり、サイトの無料会員登録を行うことで

各種サービスが受けられます。これまで現金や郵便振替で会

費の支払いを行っていた方、手持ちのクレジットカードで会費

決済を行いたい方など、この機会にぜひご利用ください。

(クレジットカードはVisa・Master・Dinaersが利用可能。JCBや

AMEXなどは順次対応予定です。)

●パソコン・携帯・スマートフォンからご利用いただけます。

  　http://yumeuta.com

●ゆめうたカード（楽天ＫＣ）の提携終了の 　
お知らせと、カード解約・切り替えのお願い。

　2006年から「ゆめうたカード」として使われてきた、楽天ＫＣ

が発行するゆめうたとの提携クレジットカードについて、楽天

ＫＣ側の一方的な都合により、提携が解消されることとなり、

サービスが終了することになりました。他のＮＰＯサポートカー

ドもすべて終了となり、旧国内信販が行っていたＮＰＯを支援

する社会貢献カードの発行は、楽天による買収を経て、なくなっ

てしまうという大変残念な結果となりました。当会としても積

極的なカード発行を勧誘しており、会員様には大変ご迷惑をお

かけすることになってしまい、本当に申し訳ありませんでした。

●今後の流れ

・ゆめうたカードの新規発行は終了いたしました。

・現在お持ちのゆめうたカードは、来年の適当な時期に使え

なくなります。

・ゆめうたカードが使えなくなる前に、楽天ＫＣから普通の

楽天カード(クレジットカード)が届きます。

※普通の楽天カードは、ゆめうたとはまったく無関係のもの

であるため、今までのような会費の引き落としなどはで

きません。また使ってもゆめうたへの寄付もありません。

そのため、会費の決済方法を変更していただく必要があります。

　ゆめうたの新システムにより、楽天ＫＣ以外が発行したクレ

ジットカードでも会費の決済ができるようになりました。た

だ、ゆめうたが発行したカードではないため、ゆめうたから請

求をかけることができません。お手数ですが、ご自身で登録の

手続きをしていただく必要があります。ご不明な点はお問い合

わせください。また、当会スタッフが登録可能な端末を持ち歩

いておりますので、お会いしたときなどに気軽にご登録のお

手伝いをさせていただきます。他社のクレジットカードをお持

ちの方は、ぜひご登録をお願いいたします。また、合わせて、ゆ

めうたカード(楽天カード)の解約をおすすめいたします。
左の『新システム「ゆめうた事務局窓口を開設しました。』もご参照ください。

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。

お問い合わせ　TEL048-783-5771　FAX048-783-5772　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

● 正会員（総会での議決権を持ちます）　年会費1口10,000円または月会費750円
● 個人賛助会員（ゆめうたサポーター）　年会費1口 3,000円または定期定額寄付250円以上
● 団体賛助会員（ゆめうたサポーター）　年会費1口10,000円
● ＭＭＣＣサポーター　年会費1口 3,600円または月会費300円
● ゆめうたサポーター　月々100円以上の定期定額寄付（クレジットカードによる月々自動引き落とし）のご登録
※会費・ご寄付のお支払いは、年払い一括または、クレジットカードによる月々の自動引き落としがご利用いただけます。
※会員・寄付者のみなさまには、不定期（年２～４回）でゆめうたニュースをお届けします。

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 メンバー募集中

会員の皆様へ　重要なお知らせ・ ・ ・などなど



　毎年恒例のＤＡＷＮ劇団あけぼの来日
公演です。浦和のカソリック教会での公
園でしたが、ゆめうたは宿泊でお手伝い。
白鍬の事務所に泊まりました。昨年は浦
和に泊まったＤＡＷＮのメンバー。「ナチャ
ン。去年とはだいぶ違うねぇ。」と。やはり
そこが一番印象的だった様子。笑。新事務
所での宿泊は初めてでしたね。事務所で
のパーティは、みんなで一芸披露。なぜか
次女ゆくねも参加。中村さんを踏み台に
(失礼)しつつ爆笑をさらっていました。

５月１４日 フィリピンからＤＡＷＮ劇団あけぼの来日

　事務所の壁を壊して、玄関の
廊下と駐車場とを一つの空間
にしました！鏡の引き戸をつけ
て裏を倉庫に。驚きの広さと快
適空間。もう床をタケノコに突
き破られたり、お風呂場に氷が
できたりしません。安心して遊
びに来てくださいね～！

おまけ：事務所のリフォーム終了。

　なぜか今年から飲食店舗と展示店舗の区分けがなくなりま
した。同じテント内で韓国料理やエスニック料理の調理が行
われていて、展示やＴシャツの販売などとてもできませんでし
た・・・。涙。料理はおいしいんだけどね。遊びに行きたいです。

　第三事業部？ナニソレ？と言われそうですが、ゆめうたの活動費をささえる、大事な事業です。今号
では、この期間中に第三事業部が制作したもののうち、印刷物の一部をご紹介します。各種文化イベン
トや、非営利の活動に関する印刷物が中心になっています。これでもほんの一部ですよ～。

５月３日 さいたま市国際友好フェア

　いつのまにか不定期開催です。土曜日はイベントがある日
も多いので。やることも、特に決まってないですね。時にはお
菓子作りなど。のんびりまったり過ごしてます。

大宮のおうち(大宮小・白鍬事務所 ほか)

　志木のおうちは、毎週金曜日に開催中。これといってなにを
するわけでもなく、何人か集まって、おしゃべりをしたり、落書
きをしてみたり。たまに歌を歌ってみたり。来ても来なくても良
いよ～。仕事が変わったり、中学生になって部活があったり、忙
しくて最近行けないな～という人も増えました。少ないときは
３～５人ということも。だけど、行きたくなったら行ける場所っ
てのは、あってもいいんじゃないかな。という感じで続いてい
ます。いつでもどうぞ～。

　コアラこと小浦君の呼びかけで開催された流しそうめん！
朝から旧浦和事務所へ竹を切りに行き、白鍬に運んで縦に
割って、わかばちゃんがトンカチで丁寧に節を取ってくれまし
た♪どういうわけか写真が見つかりませんが、千代ちゃんの会
社のお友達など多数の参加があり、いつもと違ったメンバー
がいっぱいのおもしろい一日になりました。屋上をぐるりと囲
むように７～８ｍはあろうかという竹のレール（？）を以外と
勢いよく流れていくそうめんに大はしゃぎでした～。

志木のおうち(志木市いろは遊学館・北朝霞公民館)

８月６日 流しそうめん

　例年の大仕事。カレンダー作りですね。写真選びは毎年断腸
の思い。たくさんのご意見をいただき、思った以上に良いカレ
ンダーができたと思います。ホームページで、全部の月の写真
が見れますので、ぜひぜひ見てみてください。デザインをがん
ばってくれた千代ちゃん。封入作業を手伝ってくれた志木おやこ
のみなさん。本当にありがとうございました～！

９月 カレンダー作り

　今年の戦争展では、ねがい合唱団の呼びかけがあったの
で、みんなで練習に参加してみました。高齢の方が多い中、子
どもが混ざると、だいぶ印象が違いますね。世代を超えてるの
はゆめうたっぽい。ピースライブにも出演しました。

７月 平和のための埼玉の戦争展＠浦和 ピースライブほか

　毎年恒例の、ジャグリング
コーナーとＴシャツやさんで
す。来年はステージや、コー
ナー企画にも参加したいな。ア
イデアたくさんだけど人手不足
です。まぁ、最初はいつもそ
う。この指と～まれ～。

５月９日 志木子どもまつり

ゆめうた第三事業部の活動

　今年のアートフルゆめま
つりでは、ちょっと控えめ
なキッズクラウン隊と、て
うたんやなっちゃんをはじ
めとしたゆめうたメンバー
がみんなで出演しました。

３月２８日　アートフルゆめまつり２０１０

出 来で のまれこ 事 ～月

3 10
月

□３月
６日(土)キッズクラウン隊ワークショップ＠大宮小学校
６日(土)～７日(日)お泊まり会＠白鍬事務所
13日 (土)キッズクラウン隊ワークショップ＠大宮小学校
13日 (土)～ 14日 (日)お泊まり会＠白鍬事務所
14日 (日)子ども☆夢☆未来フェスティバル＠伊奈町
20日 (土)キッズクラウン隊ワークショップ＠大宮小学校
20日 (土)～ 22日 (月祝)てうたん合宿＠白鍬事務所
21日 (日)志木おやこ劇場例会　ゆめうた保育＠志木市
27日 (土)キッズクラウン隊ワークショップ＠大宮小学校
28日 (日)アートフルゆめまつり２０１０＠大宮駅周辺

□４月
３日(土)埼玉のうたごえ協議会 メーデー前夜祭＠中央区
10日 (土)太鼓集団 響公演で物販＠さいたま市文化センター
24日 (土)～ 25日 (日)お泊まり会＠白鍬事務所
25日 (日) 東京サマーランドプール企画

□５月
３日(月祝)さいたま市国際友好フェア＠緑区
９日(日)志木子どもまつり＠志木市
13日 (木)～ 15日 (日)ＤＡＷＮ宿泊＠白鍬事務所
14日 (金 )ＤＡＷＮ浦和公演＆交流会＠浦和カソリック教会
15日 (土)せせらぎコンサート＠大宮鐘塚公園

□６月
19日 (土)～ 20 日 (日)お泊まり会＠白鍬事務所
26日 (土)風の子クラブ「みんなのひろば」＠中央区

□７月
17日 (金 )ねがい合唱団練習会＠コラボ 21
19 日 (土)福岡から芦谷さん来る→10月の福岡講演
23日 (金 )ゆめうたプール企画＠しらこばと水上公園
24日 (土)～ 25日 (日)せせらぎコンサート＠大宮鐘塚公園
31日 (土)平和のための埼玉の戦争展 ピースライブ＠浦和区

□８月
６日(土)～７日(日)お泊まり会＠白鍬事務所
６日(土)流しそうめん大会＠白鍬事務所屋上
28日 (土)風の子まつり＠中央区 八王子公園

□９月　事務局はカレンダー作り。

□10月
１日(金 )アフガニスタンサポートカレンダー２０１１発売！
３日(日)アートフルゆめまつり２０１１実行委員会
21日 (木)～ 22日 (金 )福岡講演
23日 (土)～ 24日 (日)お泊まり会＠白鍬事務所

□11月
３日(水祝)埼玉子どもまつり＠南区 別所沼公園
６日(土)せせらぎコンサート＠大宮駅西口コンコース

※上記以外に金曜日に志木のおうち 土曜日に大宮のおうち
　たまに白鍬事務所で歌ったり遊んだり♪

　アートフルの準備が遅れていて、当日しかお手伝いができま
せんでした。例年通り、さむ～い日陰のふきっさらしになってし
まっているコーナーにステージを設置して、がんがん歌を歌って
盛り上げました。飛び入りの子どもたちも大声で歌ってくれまし
た♪「暖まるね！」とか、「元気が出るよ！」と周りの方に声をか
けてもらって、うれしそうな様子でした。

３月１４日　子ども☆夢☆未来☆フェスティバル

　なぜプールへ？それは、無料券が手に入ったから～！！！！
ただ、それだけの理由で、みんなに声をかけて遊びに行ってき
ました～！子どもたちは大はしゃぎ。大人数名は控え室で寝て
いました。笑。まぁ、たまには息抜き(昼寝)も必要ですね。こう
いうゆる～いノリはゆめうたならではかと。

４月２５日 東京サマーランドへ遊びに行きました

　白鍬事務所の近くにある風の子クラブが、地域のみんなと交
流する目的で小さなお祭りを開催。ギターと音響機材を持って遊
びに行きました。こういうの良いなぁと思います。

６月２６日 近所の風の子クラブのみんなの広場

４月１０日＆８月２９日 太鼓集団「響」定期公演

　浦和商業高校定時制の太鼓部から発展して結成された太鼓
集団「響」。結成当時からゆめうたはチラシやポスターなどのデ
ザインから印刷、オリジナルグッズの製作などで協力していま
す。なっちゃんも大ファンの「響」の公演は、これからも各地で
開催されます。ぜひ、みなさん、足を運んでみてください。告知
や最新情報は、ゆめコト通信にて配信中です！

♪ゆめうたの出来事一覧♪
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