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今年も写真が大きくて
書き込みがしやすい
壁掛け型 （上） と、
机以外に置いても
かわいらしい卓上型
（下） の２タイプ。　　　　　　　　　　　　　　 ▲

アフガニスタンチャリティカレンダー2010
販売開始!!販売開始!!

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

１０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９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

志木おやこ劇場　てうた練習指導

東上線沿線のおうち

大宮のおうち

てうたん練習　合宿

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　総会

東上線沿線のおうち

日本のうたごえ祭典・京都　全国合唱発表会（交流部門）

東上線沿線のおうち

さいたま子どもまつり

映画「ひめゆり」自主上映会

志木市 いろは遊学館第１・第２研修室

浦和区 北浦和公民館

志木市 柳瀬川図書館

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

桜　区 白鍬事務所　他市内公民館で

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

未定

志木市 パルシティ

志木市 いろは遊学館第１・第２研修室

京都市 呉竹文化センター

朝霞市 北朝霞公民館 講堂

南　区 別所沼公園

浦和区 さいたま市民会館うらわ

●10/ 2(金 )18:00～ 20:00

●10/ 4(日 )13:00～ 15:00

●10/ 9(金 )12:00～ 14:00

●10/ 9(金 )18:00～ 20:00

●10/10(土 ) 9:00～ 12:00

●10/10(土 )13:00～ 10/12(月祝 )17:00

●10/16(金 )18:00～ 20:00

●10/17(土 ) 9:00～ 12:00

●10/18(日 )13:00～ 15:00

●10/18(日 )10:00～

●10/23(金 )18:00～ 20:00

●10/25(日 )10:00～ 16:00

●10/30(金 )18:00～ 20:00

●11/ 3(火祝 )10:00～ 16:00

●12/ 5(土 )①14時～②17時～
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　みんなは近頃ウワサの白鍬の新事務所は来たケロ？
築１００年以上の古～い平屋の浦和事務所も広くてあちこ
ち部屋もあって楽しいケロが、今度の白鍬事務所はリ
フォームしたてのぴっかぴかな事務所ケロね！何よりお泊
まり会でママたちが４～５人入ってもお料理が出来るキッ
チンと、広々遊べる屋上は評判が良いケロね～。ケロシも
ソファに座っているケロよ。最寄り駅からはバスで来るよ
うだケロから、大変に思う人もいるケロが、駅からはバス
も１５分くらいで着くから意外に早いケロよ～。ぜひ遊び

に来るケロ～♪

ゆめうた裏事務局より青カエル ケロシのひとり言

～新事務所ができたケロ！～

　早いものでもう秋。６年目のカレンダーの季節がやって
参りました。今年の夏はアフガニスタン渡航が叶わなかっ
たため、今までの渡航で撮影した写真の中から厳選した３
６枚を、壁掛け型、卓上型それぞれに掲載しました。
治安・情勢が悪化しているアフガニスタンですが、現地で
は今も私たちのトモダチが元気に遊び、ＮＧＯの仲間たちが
活動しています。アフガニスタンを忘れず、現地での活動
を応援するために、今年もどうぞご協力下さい。そしてぜひ、
ご友人、お知り合いにご紹介下さい。よろしくお願いいた
します。

《メインページより　抜粋》
（前略）…ですが、きちんと見てほしい、知って欲しいこと
があります。それは、そんな場所であっても、私たちの友
人たちがそこに暮らし、遊び、働き、笑い、歌い、踊って
いることです。　このカレンダーも６回目の制作となりま
した。最初に作ったときに、毎年作ろうなんて思っていま
せんでした。私は写真家ではないし、一緒に遊んでしゃべっ
て、名前も知ってるトモダチの写真を「売る」ことに違和
感を感じます。そうまでしてお金を得なければならないの
かと・・・。

　現地スタッフにお金を届けるとき、彼らは、何度も「あ
りがとう」を言います。１回２回、３回、何度も感謝の言
葉をくれます。私からすれば、こんな金額ではまったく足
りない現実に立ち向かう彼らに、このお金を本当に大切に
役立ててくれてありがとう。ありがとう。と感じてしまい
ます。１,０００万円を安い金額とは思いませんが、アフガ
ニスタンが抱える問題は次元を超えたところにあるかのよ
うです。ですが、私たちが送るこのわずかな資金は、間違
いなくアフガニスタンの子どもたちを笑わせ、１日１日を
楽しく、健康に暮らすための一助になっています。
　このカレンダーを通じて、その子どもたちの様子を、ご
支援いただいているみなさまにお伝えすることができれば、
なによりと感じます。すでに毎年ご購入頂いている方もた
くさんいらっしゃいます。ぜひ、このカレンダーを、「あな
たの実績報告」としてお受け取りください。そして、今後
も変わらぬ愛情を、アフガニスタンの子どもたちへ。そし
て身近な子どもたちへ向けていけるように、一緒にがんばっ
ていきましょう♪大好きな歌と一緒に♪

2009 年 9 月 11 日ＮＰＯ法人みんなの夢の音楽隊 理事長
　　　　　　　　JAPAN-MMCC 代表 今川夏如

中村頴子さま

♪新規ご入会の皆さま♪♪新規ご入会の皆さま♪
賛助会員　中島武人さま

ようこそゆめうたへ！

アフガニスタン
チャリティ

カレンダー2010

お買い求めはぜひゆめうたネットショップで！
各ページの詳細が見れるほか、 郵便振替 ・ 銀行振込
コンビニ＆Ｅｄｙ・ クレジットカードなど様々な
支払い方法が選べます！

http://yumeuta.shop-pro.jp
●ケイタイからもアクセスＯＫ！



準推薦
奨励賞

受賞！

10月
25日

９月
１２日

＆

■東上線沿線のおうち
　自由気ままに仲間と過ごすのが東上線沿線のおうち。
話に興じるお母さんたち、積み木をしたりおしゃれトー
クに花を咲かせたりしてる小学生女の子たち。サッカー
話を欠かさないボス。大きいお姉ちゃんたちのまねをし
たり、ホワイトボードにお絵かきをしたりする和人やさ
ららたち。１０月４日の北朝霞公民館では、みんなにゆ
めうたニュースの記事を描いてもらいました。写真が足
りない！色鉛筆使いたい！など要望もありましたが、な
かなか工夫を凝らした原稿ができました。後半のいろは
遊学館では、わかば・志織・智恵の３人が間仕切りで分
けられた第２研修室に集まり、何やらゆめうたならでは
の新企画の相談・・・。何ができるのかは次号あたりで
新企画の詳細はご報告できるかもしれません。乞うご期
待！！

■大宮のおうち
　春日部のおうちに代わり、ひろ～い大宮小体育館を使っ
て「キッズクラウン隊」の練習場として進めている大宮
のおうち。子ども主要メンバーは、燎平・俊弥・彩花・野々
花・惟王汰で、まだまだ人数は少ないです。子どもたち

９月１２日（土）埼玉のうたごえ合唱発表交流会
　　　　　　　　　　　　　　 ＠プラザノース

　いつもゆめうたのイベントにたくさん遊びに来てくれる
志木おやこ劇場さんが、１１月１４日にたかはしべんさん
のコンサートをやることになり、今回はそこでおやこ劇場
のお母さんたちで歌う「地球のうた」のてうた振り付け作
りをお手伝いしてきました。
　普段ゆめうたでてうたを歌っている方も、初めててうた
に挑戦する方もいらっしゃいます。まずはてうたについて
ざっくり説明をし、それから一つ一つの歌詞・言葉に振り
をつけていきました。手話辞典はほとんど使わず、普段歌っ
ているてうたの振りや手話を思い出し、曲のイメージを想
像しながらつけていきます。「歌詞の『海』はどんなイメー
ジ？」「『山』はどんな山を思い浮かべる？」などなっちゃ
んがお母さんたちに質問すると、「この海は雄大さを表現
したい」「私は山登りしたときのイメージ」「私は山育ちだ
から、実家のあたりそのままかな」とポンポン言葉が返っ
てきます。表現したい風景にはその人その人の思い出が影
響してくるようで、もちろんそれぞれが持つイメージを自
分の動きで表現することを前提に、基本の振りを作ってい
きました。「地球のうた」の１・２番の振りを作り、残り
の時間で練習して覚えました。
　お母さんたちのてうた、子どもたちにはどう映るかな？
本番がとても楽しみです！

９月１０日 志木おやこ劇場でてうた練習

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？♪

●大宮（大宮駅東口 大宮小学校体育館月２回くらいの土日
  主に９時～１２時 ※変動あり）
●東上線沿線 ( 主に志木・北朝霞・鶴瀬 毎週金曜
  １８時～２０時 )
会費：月１０００円でどちらの練習場にも参加可能です！

出 来月 の９ 事

　夏の３ヶ月間、この日のためにずっと練習を頑張って
きたてうたん。ついに本番当日を迎えました！
　朝１０時前に集合してリハーサル室で午前中の練習。
しかし朝イチのせいかなかなか声が出ず四苦八苦。加集
さんからは厳しいお言葉もいただきました。はたして無
事本番を終えることが出来るのかメンバーに不安が走り
ます・・・がしかし、ここは気を取り直して早めに昼ご
飯を済ませ、本番衣装の見せっこなどをして気分を和ま
せ、ロビーのはじっこで振りの練習をします。
　午後の１０分間のリハでは大分声も出るようになり、
通しで歌って全体の流れをつかみます。その後はすぐ舞
台リハで、立ち位置や音の感覚などを確認。てうたん結
成後初めてのコンクール形式なので、リハーサルなのに
大人メンバーはがっちがちに緊張。彩花と燎平は・・・
そうでもなさそう？しかし舞台で「手紙」を歌うと、見
ていた出場者の皆さんから拍手をいただきました！「手
の振りが素敵だね」「声が良く聞こえてたよ！」とお褒め
の言葉をいただきました。合唱歴数十年という大先輩も
出場される中、この言葉は非常に励みになりました！

　そしてついに１６時４５分開演！てうたんは４番目の
出場でした。２番目の「比較的青年隊」さんの合唱の巧
さに圧倒されるも励まし合い、ステージに登りました。「手
紙」では緊張しながらも、メロディーとコーラスが複雑
に入れ替わる加集さん編曲の２部合唱をはっきりと歌い
きり、「海のおねがい」では場慣れした曲の分、安定した
合唱とてうたを披露することが出来ました。膝が震える
ほど緊張してしまったので、記憶はやや曖昧ですが、「歌
いきった！」感覚はありました。降壇する時には再び出
場者・観客のみなさんから大きな拍手をいただき、無事
成功出来たのかな？と感じました。
　自分たちの演奏が終わればひと安心。他の出場団体さ
んの演奏をじっくり聴きました。そして多くの歴史・実
績ある合唱団のみなさんやプロ歌手の方の演奏に圧倒さ
れ、歌い方から姿勢、表現の仕方など、さまざまな合唱
の方法を学びました。結成 1 年ちょっとのてうたんは、
まだまだひよっこです～。

さて、結果発表、講評の時間。演奏が素晴らしく上手い
団体さんが多かったけれど、てうたんも全国大会に行き
たい！半分期待しながら待ちます。結果は・・・「準推薦」！
推薦団体が全国大会出場を辞退した場合の、いわば補欠
候補です！初めてのコンクール形式出場とあって、これ
にはみんな大喜び！！さらに、「奨励賞」を小林光審査員

　後日、埼玉のうたごえ協議会さんから「繰上げ推薦」
の連絡をいただき、即、全国大会行きを決定しました！
埼玉のうたごえ合唱発表交流会の反省会では、自分たち
の演奏記録ＶＴＲを見て、審査員講評やなっちゃんはじ
め観客のみなさんからの意見・課題などを身にしみて感
じ若干へこみましたが、１０月いっぱい練習や合宿でみっ
ちり特訓して、全国大会にふさわしい演奏をしたいと思
います。引き続き応援のほど、よろしくお願いします！

その後のてうたん…

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！

埼玉のうたごえ合唱発表交流会
交流部門出場！
埼玉のうたごえ合唱発表交流会
交流部門出場！

２００９日本のうたごえ祭典 ・ 京都
全国合唱発表交流会〈交流の部〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出場決定！

２００９日本のうたごえ祭典 ・ 京都
全国合唱発表交流会〈交流の部〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出場決定！

よりいただき大興奮！賞
状授与にはメンバー最年
少の燎平が代表で登壇し
ました。
加集さんからは「今まで
で一番良い演奏だった
よ！」と称賛をいただき、
終演後小林審査員との話
でも声や振りの良さを評
価していただきました。
もちろん講評では課題も
多く書かれていたのです
が、初めてのコンクール
としては良い成績を残せ
たと思います。
てうたんにご協力・応援
くださった皆様、本当に
ありがとうございました。

▲表彰結果に興奮して鼻血を出したものの
　　　　　　そのまま賞状授与で登壇してくれた燎平
　　　　　　　　思わぬハプニングでしたが最後に会場を
　　　　　　　和ませてくれました。

机を囲んでみんなで考える ・ 作る
歌う ・ ・ ・ お母さんたち、 楽しそう
なイイ顔です。 右下の写真の子も
最後は一緒に歌ってましたよ♪

●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・なっちゃんのてうた指導）
会費：月１０００円＋講師指導日数により変動

▲おしゃれトークの中心はたいてい
　　瞳 （左）。 和人 （右） と積み木で
高さに挑戦中！

▲ゆめうたニュース作りに挑戦。
さらら （左手前） もお姉ちゃんたち
にまざって工作♪

白鍬事務所ができました♪

はジャグリング練習したり、あ
ちこち駆け回ったり。
まちママと田村ママとで、大宮
のおうちのやりたいこと、進め
たいことを相談したりしまし
た。チラシも作ったので、もっ
と仲間を増やしていきたいね。
目標は地元大宮のアートフル希
望まつりで、３年目のキッズク
ラウン隊参加です！

田村ママ特製キッズクラウン隊チラシ  

▲

素晴らしい仕上がりです！

　新しい事務所が、さいたま
市桜区にできました。こちら
の事務所は公園の多い住宅街
のど真ん中の一軒屋。お泊ま
り会やカレンダー作業なども
こちらで出来ます。北浦和
駅・さいたま新都心駅・与
野本町駅・大宮駅などから
はバスで１５分くらいです。

ぜひ一度お越しください♪
 《住所》
さいたま市桜区白鍬 202-19

ここは１階事務所部屋。
けっこう広いですよ。

ピアニスト 加集希世子さんより…
埼玉の代表として、またゆめうたの代表として恥ずか
しくない演奏をしたいと思います。皆さん、ぜひ応援
してくださいね♪

てうたんメンバー福田智美より…
練習の成果を発揮して、印象に残るてうたが出来る
よう、一生懸命がんばります！

全国大会に向けて…
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