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　東上線のおうちの会場の一つ、北朝霞公民館にはアッ
プライトピアノがあります。なのでここでやるときはピ
アニスト加集さんに来ていただき、歌の特訓をするのが
常になっています。
  この日はみんな早くに集まって来たので、歌の練習も
早々に開始。９月の「埼玉のうたごえ合唱発表交流会」
に向けて、課題曲の練習です。
まずは「今、この時代に」。戦争の愚かさを忘れず、自
然や地球、人を愛し、生きている今こそ、平和を守り広
げていこうと高らかに歌う曲です。サビの部分は二部合
唱になるのですが、ハモリ（下）パートの音取りが始ま
ると、慣れていない大人たちは四苦八苦。ピアノに合わ
せて歌いつつ、加集さんに音程修正の指摘をしていただ
きます。上下パート揃って歌うと、はっきりとした綺麗
なコーラスになりました！う～ん、自分たちでもびっく
りです。サビのてうたの部分を練習したら、何度かまと
めで歌って前半を終了。
 夕ご飯休憩の後は「生きること 歌うこと」を練習しま
す。人と人とが「仲間」になって共に生きていくことや
そのために大切なことを歌うこの曲は、マーチのような
リズム感が大切。なのに「大人はリズム感がない！老化
だ！」と加集さんにビシバシッと指摘されてしまいます。
リズムつけて歌っているつもりなのだけどなぁ・・・（涙）
と思いつつ、足踏み行進しながら歌うことで何とか調子
も良くなってきました。
 子どもたちも後半は気づけばみんなピアノの前に集
まって合唱です。 こどもたちは歌い方も心の込め方もリ
ズム感も全部素直に出して歌うので、文句なしに上手で
す。一緒に歌っているのに、感動して思わずほろりとし
てしまうくらい・・・大人たちは「人に伝えようと歌う
こと」の難しさと豊かさが身にしみた時間でした。
  最後はみんなのリクエスト。「YUME 日和」「やさしさに
包まれたなら」「手紙 - 拝啓 十五の君へ -」を歌って歌っ
て歌いきりました！！
****** みんなの感想 ******
●　（たくさん歌って）声が変になった。特に歌声が・・・。 
　しおり＆かずこさん
●ひさしぶりに、歌を歌って、楽しかった　　わかば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。
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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

９月～の予定

♪渡航費カンパを頂いた皆さま♪♪渡航費カンパを頂いた皆さま♪

２００９年８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

東上線沿線のおうち

大宮のおうち

てうたん練習

志木おやこ劇場　てうた練習

東上線沿線のおうち

2009年埼玉のうたごえ合唱発表会

東上線沿線のおうち

大宮のおうち

志木おやこ劇場　てうた練習

志木おやこ劇場　てうた練習

さいたま子どもまつり

映画「ひめゆり」自主上映会

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 針ヶ谷公民館

志木市　志木おやこ劇場事務所

志木市 いろは遊学館第1・第2研修室

北区 プラザノース

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

志木市　志木おやこ劇場事務所

志木市　パルシティ

南区　別所沼公園

浦和区　さいたま市民会館うらわ

●9/4(金 )18:00～ 20:00

●9/5(土 )9:00～ 12:00

●9/6(日 )13:00～ 16:00

●9/10(木 )10:00～ 12:00

●9/11(金 )18:00～ 20:00

●9/12(土 ) 16:45開演

●9/18(金 )18:00～ 20:00

●9/19(土 )9:00～ 12:00

●9/26(土 )10:00～ 12:00

●9/29(火 )12:00～ 13:00頃

●11/3（火祝 )

●12/5（土 )①14:00～②17時～
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こんちは！みんな、今年の夏はどこに遊びに行ったケロか？
今回ゆめうたメンバーのブルーベリー狩りツアーをともちゃ
んが企画してくれたケロ。川の博物館もブルーベリー狩りも
すごく楽しくて、みんな夢中になって遊んだケロ。ブルーベ
リーをジャムにしたから、みんなゆめうたに遊びに来たとき
にたくさん食べて行くケロね！
みんなも楽しいプチ旅行の案があったらお知らせしてくれる
といいケロ！みんなを誘って遊びに行くケロ～～～！！

ゆめうた裏事務局より青カエル ケロシのひとり言

～ブルーベリーは甘いケロ～

　今まで夜にやっていたカフェ土瑠茶での浦和歌区も、ゆ
めうた仲間の生活の変化に合わせ、お昼にお引っ越ししま
した。浦和歌区がはじまった歴史も振り返りながら、新し
い「うらわ歌区」がスタートしました。なっちゃんがメイ
ンで歌ううらわ歌区。みんなからのリクエストに応えなが
ら、てうたを披露しました。

　ともちゃんが留学先のフィジーで作り、仲間たちと歌っ
た『We are the world』がとても良くなっちゃんも気に入っ
たそうで、加集さんのピアノ演奏に合わせてなっちゃんと
ともちゃんが歌いました。英語のてうたはとても優しくて、
アメリカの多くの有名歌手が参加したこの楽曲の、時代を
経ても変わらない平和への想いが伝わる演奏でした。途中、
お客様で来ていた「これから路上ライブなんですよ」と言
うコアラくんも、当日ゲストで新曲を演奏してくれました。

　毎年終戦記念日の前に行われるこの展示会は、埼玉県内
を中心に国内外様々な地域での太平洋戦争時の出来事を紹
介し、平和の尊さを訴え共に考えるイベントです。その中
の催しの一つのピースライブに、今川とピアニスト加集さ
んが出演しました。ライブでは「海のおねがい」「生きるこ
と歌うこと」「戦争しか知らない子どもたち」を久々の今川
ソロで歌い、そのままライブ最後のシングアウトへ。ここ
ではなんと加集さんが「今 この時代に」の手話振り付けを
お客様に指導！「平和と地球環境」がテーマのピースライ
ブにちなみ、自然や命の尊さを伝える２番を、みなさんと
歌いました。出演された方々の音楽に込めた平和への想い
が、心に強く感じられたイベントでした。

小山真理子さま

８月１日（土）うらわ歌区＠caffe 土瑠茶

７月３１日（金）東上線沿線のおうち＠北朝霞公民館

８月１日（土）平和のための埼玉の戦争展 
　　　　　　　　　ピースライブ＠浦和コルソ

ゆめうたの「うた」は歌うこと

だから一緒に歌おう！だから一緒に歌おう！
写真は２枚とも

東上線沿線のおうち
かしう。さんのピアノに

合わせて、子どもも大人も
おっきい声で歌います。

みんなてうたが好きです。

長編ドキュメンタリー映画 ひめゆり 上映会開催！

沖縄戦で戦場に動員された
「ひめゆり学徒隊」。その生
き残りの方々が、自らの体
験を語る証言ドキュメンタ
リー映画。その時沖縄では
何が起こったのか、生きる
こと、戦争と平和とはを観
た人に問いかけます。

日時：12月 5日（土） ①14時～ ②17時～
会場：さいたま市民会館うらわ ホール 
チケット：おとな 1,200 円 子ども 600 円 (学生または 18歳以下 )

チケット
発売中

主催／ＮＰＯ法人みんなの夢の音楽隊　共催／志木おやこ劇場　埼玉のうたごえ協議会　春日部おやこ劇場
埼玉県私立学校教職員組合連合　うらわ市民広場　埼玉ＡＡＬＡ連帯委員会　共催団体募集中！



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。

　８月から始まった大宮のおうち。
アートフルゆめまつりで結成された
キッズクラウン隊を継続的に活動出
来るよう、ジャグリングやクラウン
パフォーマンス中心に練習していき
ます。２４日のおうちでは、それぞ
れが好きな道具をひたすら練習しま
す。ボスはボールとデビルスティッ
ク、ちよことののか＆ののかママは
ポイ。りょうへいはディアボロ。今
回は自主練習と言ったところでしょ
うか。ジャグリングに疲れたらご飯
食べたり、鬼ごっこやバスケットボー
ルで遊んだり、体育館の広さを十分
に使って遊んだのでした。( ちよこ )

　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】

てうたん合宿＠浦和事務所

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！

▲子どもたち全員が「うんて
い」に登る。さららも登る。
ゆくねはまだお預け。活発な
あやか・ののか・りょうへい
にはむしろ低そう？？

絵 ・ 文      しおり

絵　　　　　　　　　　あゆ

のおうち。

ある日突然決まるゆめうたメンバーのプチ旅行。今回はと
もちゃんの叔母さんが持つ畑でブルーベリー狩りと、寄居町

にある埼玉県立川の博物館に行くことになりました！
川の博物館は「荒川わくわくランド」という水について実験・体験出来るアスレチッ
クコーナーが非常に面白いということでチョイス。初めは子どもたちがはしゃぎ大
人はまったり休みしていたのですが、浮き島を渡り浮力を体感するコーナーでつら
れて入った大人たちがはじけてしまい、「次は○○入りなよ！それで（浮島から）落ちて

ぬれちゃいなよ～！」とけしかけ、子ど
もと一緒に遊んでいました。

ブルーベリー狩りは「好きなだけとっ
ていいよ！」ということでみんな夢中
になって摘みます。大きい実、色が濃い実を選んで摘
むうちに、気づけば数 Kg 分の収穫に…。こんなに使い
切るのか心配になるくらいでしたが、川と畑、両方の

夏を楽しんだ楽しい時間でした！（摘んだブルーベリー
の実は、各家庭で美味しいジャムやジュースになったそう

です。ありがとうございました！）

■８月７日（金）いろは遊学館
久しぶりに鶴瀬のみのりちゃんとゆうちゃんがおうちにやって来
ました！夏休みで部活がいつもより早く終わったとのこと。…夏
休みっていいですねー (^u^) 学校のお話、いろいろ聞かせてもら
いました。次に会えるのを楽しみに待っているよー♪ （金子稔子）

■８月２１日（金）いろは遊学館
な・な・なんとなっちゃんがなんでか腰を痛めて動けなくなってしまいました。
たいへ～ん（> ～ <）　で、この日のおうちは事務局からは誰もこれず、なにを
したかというと…お絵かき、磁石あそび、マンガ本読み、追いかけっこなどなど。
大人はボスの余ったサッカーのチケットをどうしようかと頭を悩ませたのでし
た。のんび～りなひとなりましたとさ (^u^)　（中村和子）

■ 東上線沿線の

　おうち

８月９日 （日）
川の博物館＆ブルーベリー摘みツアー

絵 ・ 文      わかば＆ともえ

今回は東上線沿線のおうちに

参加している皆さんにニュース

原稿を書いてもらいました♪

ありがとう～
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