子どもの居場所づくり・子ども食堂

さいたま市政功労賞

毎週火曜日の夜に、
親子で遊べる体
育館開放の活動を継続しています。
ま
た、
各地に新しい子ども食堂をスター
トさせるお手伝いをさせていただき
ました。
事務所での月１回の子ども食
堂も、継続して運営しています。お料
理を作りに来てくださる方、持
ち寄ってくれる方も増えまし
た。子どもの居場所が大切とい
う話題を共有したり、確実な歩
みを遂げています。みなさまの
ご支援、
ご協力、
ありがとうござ
います。
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理事の原綾さんが、さいたま市政
功労賞（コミュニティ部門）を受賞
しました。昨年（教育部門）の今川に
続き、ゆめうた２人目の受賞です。
おめでとうございます♪

認定ＮＰＯ法人みんなの夢の音楽隊

メンバー募集中

認定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︕
●
●
●
●
●

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円または月会費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 ＤＡＷＮ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300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回程）
でゆめうたニュースをお届けします。
お問い合わせ TEL048-783-5771 FAX048-783-5772 info@yumeuta.com 郵便振替 00160-8-352345 認定特定非営利活動法人みんなの夢の音楽隊
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特定非営利活動法人 みんなの夢の音楽隊

考
※こちらもあわせてご使用下さい。
ご支援・ご協力ありがとうございます。

･運営全般へ(寄付)1口3,000円×[
･指定事業へ(寄付)1口3,000円×[

]口
]口 NPO法人みんなの夢の音楽隊

□子ども食堂・ミニ〇区・子ども向け事業
□ＭＭＣＣ・アフガニスタンへの事業
□ＤＡＷＮ・劇団あけぼの公演・シクハイ事業
□緊急支援 □その他（

【新規入会・継続申込書】
会費[
]年度[新規/継続]

００１６０ ８

３５２３４５
特定非営利活動法人
みんなの夢の音楽隊

※正会員10,000円 賛助会員3,000円
団体賛助10,000円 (年度は1/1～12/31)

） [ＤＡＷＮ/ＭＭＣＣ]サポーター
みなさまのご協力ありがとうございます。 [新規/継続]※年3,600円

会費[

※事務局使用欄
ご住所（〒
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]円

）

（フリガナ）

FAX

（ゆうちょ銀行） （承認番号東第 49374 号）

備
考
この受領証は、大切に保管してください。

ター
サポー !
募 集!
みんなの夢の音楽隊は
みなさまの寄付で運営
されています。郵便 局
から送金できる専用の
振込用紙をご利用いた
だくか、クレジットカー
ドをお持ちの方はホー
ムページから簡単にお
手続きができます。１
回のご支援も、毎月継
続のご支援もご登録が
できます。
ぜひ、
ご協力
をお願いいたします。

ＭＭＣＣへ直接寄付をすることもできます。
こちらのＱＲコードをご利用ください♪

アフガニスタンＭＭＣＣ
ウィンタープログラム
今年もアフガニスタンから、元気な子どもたちの様子が送られてきました。2006年の来日公演か
ら、12年が経っています。当時の子どもたちは、もう大人になり、結婚して子どもがいたり、夢をか
なえて仕事をがんばっていたり。ＭＭＣＣのスタッフとして働いている仲間もいます。12年たって
も、変わらず子どもたちがそこにいて、楽しそうに活動しています。私たちが見ているのは、そこだ
けです。アフガニスタンでは内戦が続き、平和が訪れる気配はありません。それどころか、不穏な空
気は世界中に広がっているようにさえ感じます。子どもたちを守るのは、大人の役目です。私たちは
いつのまにか大人と呼ばれる存在になっています。日本の子どもたちを守ることも、私たちの役目
です。不思議なご縁でつながった、この国の子どもたちも、一緒に支えあう仲間になれたら良いなと
思います。日本で集めている寄付金は、主にこのウィンタープログラムに使われます。寒い冬の時期
に、温かい食事を提供し、学校が休みの時期には補習をしたり、職業訓練や、さまざまな伝統文化を
習得するプログラムが40日間にわたって行われます。子どもたちの今と、未来を見据えたＭＭＣＣ
ウィンタープログラムをぜひ応援してください。クラウドファンディング実施中です。
https://www.globalgiving.org/projects/cheerful-afghan-winter/

こどもがつくるまち ミニ南区・ミニ中央区・キッズ西区

DAWN劇団あけぼの日本公演

昨年に引き続き、
「こどもがつくるまち」を、NPO法人子ども劇場おやこ劇場と協力して開催しました。当初は、
準備を始めた直後、西区は別団体に・・・と、市から突然
の打ち切りの連絡があり、前年からの子どもたちとの
約束もあり、大変な騒ぎになりました。結果補助金なし
の自主開催となりました。子どもたちは、そんな大人の
事情など関係なく、やりたいことを持ち寄って、楽しい
まちをつくっていきました。食べ物がグレードアップ
したり、新しい神社のスタイルがあったり、南区は2日
間開催することになったり、こんな子どもたちが、どう
かそのまま大人になって、ステキなまちを担っていっ
てほしいなぁと思うのでした。自主開催のため、財政ピ
ンチです。みなさまの応援、どうかよろしくお願いいた
します♪

毎年5月に開催される、
フィリピンのＮＧＯ、
ＤＡＷＮ
（ドーン）
が運営する、
劇団
「あけぼの」
日本公演をサポートしました。
主に東日本地区で、
埼玉、
千葉、
新潟の公演や交流についてご
報告します。
来日して、
愛知・京都・大阪での公演を終え、
横浜で合流しました。
埼玉公演を埼
玉大学のみなさんのご協力のもと、
成功させました。
さいたまでの滞在中は、
休憩も含め、
父
親との面会のセッティングや、
大使館、
自治労会館訪問、
ピースボートとの打ち合わせなど、
運営側の予定も入ってきます。
千葉大学での公演も順調に開催され、
今年は10数年ぶりの新
潟公演を復活させるべく、
費用節約のため、
車を出してみんなで新潟まで行ってきました︕
なんとも温かいみなさまに歓迎され、
来年もやりましょうね︕と新たな出会いにもうれし
くなりました。
今回の滞在中、
父親との面会ができた子どもは少なく、
中には、
できれば会い
たくない・
・とスタッフに告げてくる父親もいました。
継続して話し合いを続けていきたいと
思います。
3年目にして、
なんとか進学した大学の費用の一部を補助してくれるようになっ
た父親もいます。
バブル期の日本のいろんな事情が生み出した、
根深い課題はあるものの、
子
どもたちひとりひとりの夢
や願いに寄り添って、
これか
らもサポートを続けていき
たいと思います。みなさま
の、ご理解、ご協力をどうか
よろしくお願いいたします。

東京新聞掲載
8月27日付の東京新聞埼玉版で、代表の
今川について紹介していただきました。
「みんなの夢の音楽隊」を立ち上げたきっ
かけや、これまでの活動、思いなどが記事
になっています。
高校生の時の出来事が紹介されたのは、
初めてのことかもしれません。日本でも、
アフガニスタンでも、フィリピンでも、た
くましく生きる子どもたちの姿が、
私たち
の活動の原動力になっていると思います。
Making Children Laugh is a Goal!

志木こどもまつり
団体賛助会員の志木おやこ劇場さんが
毎年開催している「志木こどもまつり」。
今 年 も ゆ っ た り コ ー ナ ー と し て 、ハ ン
モックなどを
並べ、リラック
スできる出店
をしてみまし
た♪(継続事業)

ター
サポー !
募集!

みんなの夢の音楽隊はみなさまの寄付で運営されています。
郵便局から送金できる専用の振込用紙をご利用いただくか、
クレジットカードをお持ちの方はホームページから簡単にお
手続きができます。
１回のご支援も、毎月継続のご支援もご
登録ができます。
ぜひ、
ご協力をお願いいたします。

パソコン・スマートフォンから

http://yumeuta.com/codo/

みんなの夢の音楽隊は認定ＮＰＯ法人です

サポーター会費は税制上寄付扱いとなり、
認定ＮＰＯ法人に対する寄付と
して、所得税・法人税上の優遇措置が受けられます。詳しくはお近くの税
務署、
またはみんなの夢の音楽隊事務局までご連絡ください。

