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　１０月３日は記念すべき今シーズン初のカレンダー物
販！ＮＰＯ法人彩星学舎さんのご紹介で、「わたしと一緒に
クラシックンサートを聴きませんか with 大宮フィルハー
モニー管弦楽団」というチャリティコンサートで販売を行
いました！
　物販手伝いの呼びかけには、ボス・浅川さん・西村さん・
加藤さんが応えて来てくれました！それと事務局からなっ
ちゃん、小野くん、ちよこで合計大人７人！それと見よう
見まねで２歳のさららがお手伝い！ＰＯＰを作ってポス
ターを机にぐるっと貼って、見本を用意して、各々お気に
入りのページを開いて高く掲げて「アフガニスタンチャリ
ティーカレンダーにご協力お願いします！！」と呼びかけ
ます！「もうカレンダーの季節なの！？」と驚くおばあさん。
「終演後も販売してますか ? 必ず買いに来ますんで！」と言
い、終演後は亥の一番で来てくれたお姉さん。今回は初め
て購入される方がほとんどでした。
　結果、壁掛け型は１部、卓上型は３個、壁掛け＆卓上型セッ
トは４セット販売され、アフガニスタンの子どもたちの笑
顔が新しい家に届けられました！届けられた笑顔が、日本
の人たちを笑顔にして、巡って再びアフガニスタンのトモ
ダチの笑顔になりますように。ご購入いただいた皆様、あ

１０月３日 カレンダー今シーズン初物販！
　　　　　　　　　＠さいたま市民文化センター

カレンダー販売に

行ってきました !
カレンダー販売に

行ってきました !
お手伝い、ご協力ありがとうございます。

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！

壁掛け型 1部1500円
卓上型　１個1000円

左上／さららも物販のお手伝い♪

右上／後から駆けつけてくれた
浅川さん （左） と理事の加藤さん

右下／様々な方がブースに立ち寄って
は、 カレンダーの写真をじっくり見て
いきました。

りがとうございました！
ゆめうたは今年もさまざまなイベント・会場でカレンダー
販売を行っていきます。物販が可能なイベントがありまし
たら、ぜひご紹介ください。より多くの日本の人たちがア
フガニスタンの子どもたちと出会えるよう、ご協力をよろ
しくお願いいたします。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　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！
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

１１月～の予定

日　　　　　時 内　　　　　容 場　　　　　所

さいたま子どもまつり

東上線沿線のおうち

大宮のおうち

お泊まり会

ドゥコープ　平和団体交流会

東上線沿線のおうち

志木おやこ劇場　子どもライブフェスタ

たかはしべんコンサートでてうた歌おう！

大宮のおうち

東上線沿線のおうち

埼玉合唱団演奏会２００９

てうたん練習あり ※日程未定

映画「ひめゆり」自主上映会

せせらぎコンサート

南区　別所沼公園

朝霞市 北朝霞公民館 講堂

大宮区内　場所未定

桜区　白鍬事務所

南区　ドゥコープ「すぺーすどぅ」

志木市 いろは遊学館　第１会議室

志木市　志木市民会館パルシティ

大宮区内　場所未定

志木市 いろは遊学館　第１・第２研修室

浦和区 埼玉会館 大ホール

さいたま市内公民館・白鍬事務所

浦和区　さいたま市民会館うらわ

大宮区　鐘塚公園

●11/ 3（火祝 )10:00～ 16:00

●11/ 6(金 )18:00～ 20:00

●11/ 7(土 ) 9:00～ 12:00

●11/ 7(土 )～ 11/ 8(日 )

●11/ 9（月 )10:00～ 12:00

●11/13(金 )18:00～ 20:00

●11/14(土祝 )

　　①11:00～　②17:00～

●11/27(土 ) 9:00～ 12:00

●11/27(金 )18:00～ 20:00

●11/28(土 )18時開場 18時半開演

●11月中 (土日 )

●12/ 5（土 )①14時～②17時～

●12/12（土 )
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朝晩大分寒くなってるケロ、みんな元気にしてるケロか？

ゆめうたの仲間でも、インフルエンザのせいで学校閉鎖

や学年閉鎖になる子、熱を出す子が多くなってきたケロ。

ゆめうたはみんなが集まって活動することが多いケロ、

まだ秋なのにこうも世の中インフルエンザが流行ると、

活動にも注意しなきゃと心配にもなるケロね。

てうたんメンバーも揃って風邪引いちゃうケロし～みん

なもよくよく注意するケロね！

ゆめうた裏事務局より青カエル ケロシのひとり言

～風邪には気をつケロ！～

♪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１０月２９日現在
たくさんのご協力ありがとうございました！

渡辺昌代さま

♪新規ご入会の皆さま♪♪新規ご入会の皆さま♪
賛助会員　新井洋子さま

ようこそゆめうたへ！



■東上線沿線のおうち
　今月のおうちは、みんな用事があったり体調を崩した
りして、毎回集まる人数は少なめでした。お弁当を持ち
寄って一緒に夕ごはんを食べたり、おしゃべりをしたり。
おうちに毎回来る金子家＆中村家が志木おやこ劇場のメ
ンバーでもあるので、べんさんの曲のてうたを練習しま
した。パソコンで曲を流して他のてうた曲も練習。てう
たんが歌っている「手紙」は覚えるのが難しそうだけど、
これも歌えたらいいね～と話も出ました。次のおうちで
挑戦してみよう！

今月のてうたんは「２００
９年日本のうたごえ祭典・
京都」に出演のため、合宿
を行ったり、練習回数を増

やしていきました。
合宿ではかしう。さんの指導でよ

り良く合唱が出来るよう、曲の細かい部分の歌い方を修
正したり、午前から夕方までひたすらてうたの振りの練
習をしたりしました。逆に夜は練習しすぎないようゆっ
くりして、ＴＶ番組で放送していたリズム感が良くなる
運動に挑戦したりしました。
　話し声から歌声への切り替えも早くなってきたかな？
と感じてきて最終調整に入ったのですが、メンバーが
順々に風邪をひき始め・・・はてさて本番までに体調は
良くなるのか？ちょっと不安です。。。

■大宮のおうち
　１０月１０日は、大宮小に併設の幼稚園が運動会！子
どもたちは体育館でジャグリングをして遊びまわってい
たかと思えば、いおたやまおちゃんの演目を観に行った
り、ののかやホームズが地元の友だちを連れてきて、一
緒にジャグリングに挑戦したりしています。いつも以上
に元気で人も多いおうちで、イベントでやるジャグリン
グ体験みたい。ボスや小野くんが道具の使い方を教えて
くれていました。大人たちは、１０月２５日の大宮小の
ふれあいまつりの打ち合わせなどもしました。

　白鍬事務所での初のお泊まり会！時間がある人は早く来
ても良いよ～とメーリングリストで連絡すると、何と昼過
ぎにボスが一番乗りで到着！家から自転車でどのくらいか
かるか試したかったとのこと。「３０～４０分はかかるん
じゃない！？」と、そのチャレンジ精神に事務局メンバー
一同関心。（翌日おかもっちも自転車で１時間かけてやっ
て来たのですが）
　午後になって金子家も到着。志木からバス利用はちょっ
と大変だったかな？各々新事務所の探検を済ませたら、夕
ごはんの準備の時間。メニュー決めは毎回悩むところです
が、今回は金子家で作った「カレー鍋」に挑戦することに。
近所のスーパーへ買い出しに行って、帰る頃には他の参加
者も大体到着。ママたちは早速キッチンへ。白鍬事務所の
ひろ～いキッチンは、大人５人入っても余裕なのでママた
ちに好評です。子どもたちはその間遊んだり事務所探検を
したり。金子しゃん曰く「大体勘！」で作ったカレー鍋＆
鶏つみれ鍋はとっても美味しかったです！
　子どもたちは３階の作業部屋で就寝・・・なのですが、
灯りを消してブラックライトを当てると空柄の天井が光っ
て星空になるのが面白いらしく、灯りで遊んだりおしゃべ
りしたりが絶えません。さすがに夜も遅くなったので「寝
るよ！」と灯りを消すと、あっという間にみんな寝付いて
しまいました。そしてママたちは明け方までお茶だけで、
子育てやゆめうたやてうた、身近にあった子どもの問題や
出来事などについて話をしていました。
　翌日は朝からカレンダーの封入作業！！と準備していた
ものの、訳あって作業が取りやめに。急に暇になってしまっ
たので、みんなで八王子公園で遊ぶことになりました。ア
スレチックではしゃぎ、草っぱらでドッヂビー対決をし、
最後は昼ごはんを食べて解散となりました。

９月２６日～２７日 お泊まり会＠白鍬事務所
　１０月のお泊まり会は、夕方スタート。夕飯はなっちゃ
んがカレーおでんを作りました。前回と似たメニュー？い
やいや、美味しければいいのです。いつも参加するママた
ちがいろいろと用事があって来れない～けど子どもは行き
たいと言った結果、今回は子どもばかりが勢揃い！これも
また珍しい回です。久しぶりに小浦くんやキリンさんも来
てくれました。ごはんの後はみんなで映画「スパイダーマ
ン」を観ました。
　翌日は朝から「公園に行きたい！」コールが子どもたち
に巻き起こったため、朝ごはんを食べて片づけもしっかり
やってから出発。タイヤのブランコに乗りぐるぐる回して
遊んだりしていたのですが、ドッヂビーをしようとしたと
ころ、やる場所でもめてしまい結局お流れに。何人かは疲
れたようで、ベンチで休んでしまいました。気を取り直し
てともちゃんと一緒に団地の公園に移動。地元の子どもも
いる中で、楽しく遊んだようです。

１０月１７日～１８日 お泊まり会＠白鍬事務所

　昨年に引き続き参加することになったゆめうた。今回も
ジャグリング体験＆フェイスペイントコーナーを行うと
あってなかなかご期待いただいていたようです。昨年のゆ
めうたコーナーの反響がとても大きく、スタッフの反応や
ジャグリングコーナーについての問い合わせもあったこと
なども耳にしました。
　実行委員会では、当日集まる様々な団体の催しもの
（ゲームや人形劇など）の発表や意見交換を行い、当日の
要員などについて話し合いをしました。埼玉子ども劇場さ
んでは、アートフル希望まつりと同じ子ども横丁をやると
いうことで、ゆめうたも何かお店をつくれたらいいですね。

みんなで一緒に考えたいと思います！

１０月１１日 埼玉子どもまつり実行委員会＠北浦和公民館

　「埼玉県民の日を子どもたちの文化の日に」という目的
で、１１／１４志木おやこ劇場で「たかはしべんコンサー
ト」を主催します。その時に、ただの観客としてではなく、
べんさんの歌を一緒に歌う仲間になれたらいいよね。。。と
いう思いで、今回「地球の歌」という曲にてうたをつけて
お母さんたちと一緒に参加することになりました。
　ゆめうたのみなさんの協力を得て、この曲を読み解き、
自分たちのてうたにしていく作業からはじめました。歌詞
の中で繰り返される「この山も、この川も、この空も、こ
の海も・・・あなたと生きてる、私と生きている」どんな
山なのか、どんな川なのか。。歴史とともに命が脈々と続
いてきた。雄大でつながっていくもののイメージを表現し
てみようということになりました。５回の練習をへて、た
くさんのお母さんたちがこの歌を自分の身近にひきよせる
ことができました。当日をお楽しみに！【足立浩恵】

９月２６日・２９日・１０月３日
　　　　　　　　志木おやこ劇場でてうたの練習

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 の今 事

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！

３F 作業部屋のベッドは恰好の  →
遊び場！？お泊まり会で寝たい
人は要予約です。

中村ママ （左） と金子しゃん。
夜更けも話は尽きません ・ ・ ・
　　　↓

●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

←↑  容赦なしのドッヂビー対決。
子どもも大人も、 その場にいる
人は全員参加が基本です。

           アスレチックはタイヤのブランコが
 ←  人気。 ひたすらぐるぐる回します。

↓   寒いときは鍋！  大きいテーブルでみんな
　　　　　　　一緒に食べたらもっとおいしいね。

← りょうへいが描いてくれた感想の絵。
　　　　　　　　　スパイダーマンの映画を観て、 いろいろ
　　　　　　　　　感想を言い合うのが面白かったそう。

長編ドキュメンタリー映画 ひめゆり 上映会開催！
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　和太鼓集団「響」

一緒に上映会を行いませんか？
　　　　　　　スタッフを募集しています！
上映会まで、残り 1 ヶ月となりました。ここに来て、新たにご協力頂ける方、団体も
増えてきました。しかしまだまだスタッ足りません。告知やチケット販売はもちろん、
当日の要員やイベント準備など、検討することも山ほどあります。映画「ひめゆり」は、
戦争とはなにか、平和や命がどれだけ尊いか、過去に何があって、今自分に何が出来
るかを考え、知るに素晴らしい映画だと思います。ぜひご協力のほど、よろしくお願
いします。

日 ～月 20９ 10 19 日月

上映会について、詳しくはチラシをご覧下さい!!上映会について、詳しくはチラシをご覧下さい!!
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