
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

バックナンバーはこちら↓
www.yumeuta.com

特定非営利活動法人

みんなの夢の音楽隊

〒330-0053 埼玉県さいた

ま市浦和区前地 2-11-2
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FAX 048-783-5772

info@yumeuta.com
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月 1 回発行

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
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日時 内容 場所

9 月～の予定

春日部練習
東上線沿線練習
講演＆子どもたちと一緒に歌う＠千葉市花見川区
春日部練習
東上線沿線練習
第 10 回ぜんぜいれん埼玉大会にて物販
春日部練習
川越 「９条の会」 学習会＆実行委員会にて講演
東上線沿線練習
春日部練習
東上線沿線練習
今宵浦和歌区第 65 夜
一般 \2,000 高校生以下 \1,000( ともに 1 ドリンク付 )

春日部市中央公民館大会議室
北朝霞公民館講堂
多田さんのおうち
未定
いろは遊学館第１ ・ ２研修室
埼玉会館
春日部市中央公民館大会議室
川越中央公民館別館
いろは遊学館第１ ・ ２研修室
春日部市中央公民館大会議室
いろは遊学館第１ ・ ２研修室
caffe 土瑠茶

●9/3( 水 )17:30 ～ 19:30

●9/5( 金 )18:00 ～ 20:00

●9/7( 日 )14:30 ～

●9/10( 水 )17:30 ～ 19:30

●9/12( 金 )18:00 ～ 20:00

●9/12 ・ 13( 金 ・ 土 )

●9/17( 水 )17:30 ～ 19:30

●9/18( 木 )18:00 ～

●9/19( 金 )18:00 ～ 20:00

●9/24( 水 )17:30 ～ 19:30

●9/26( 金 )18:00 ～ 20:00

●9/27( 土 )

18:30 開場 19:00 開演

♪渡航費カンパ＆寄付♪ ( 順不同　8 月 30 日現在 )

たくさんのご協力ありがとうございました！田中貞夫さん                                 

　8月24日（日）に第１回てうたん発表会『あたらし
いうた』を行うことができました。
たくさんの方がお手伝い、応援してくださり、無事
終えることができました。ご協力ありがとうござい
ました！！
　てうたんが発足して７カ月、まだまだメンバーそ
れぞれが『てうた』への想いを模索している中で、
見に来てくださったみなさんに少しでも表現したい
ことが伝わったらなと思い準備を進めてきました。
かしゅうさんとこあらのステキな音楽にのせての２
時間半はあっという間でした。メンバーの個性がキ
ラリと光る曲や、ゆめうたならではのあの曲、子ど
もたちの元気な姿（ちょっと緊張していたけどね
(^_^)）…“魅せる”てうたを目指してスタートライ
ンに立った１日だと感じています。
　新たなステップアップへ、今後もてうたんは進み
続けます。最後になりましたが、ご来場くださった
みなさん、応援・支援してくださったみなさん、あ
りがとうございました！！

てうたんリーダー・鈴木奈津美

てうたん第 1 回コンサートっぽい発表会

あたらしいうたあたらしいうた

～第１部～

君は君の主人公だから

君をのせて

やさしさに包まれたなら ( 荒井由実 )

Such a Lovely Place （槇原敬之）

男の子と女の子 （くるり )

Best Friend (kiroro)

虹 （Aqua Timez）

～第２部～

世界がひとつになるまで （Ya-Ya-yah）

生きてこそ （ｋｉｒｏｒｏ）

Over The Rainbow

Never ending journey （cocco）

月と星の下で （小浦貴史）

海のおねがい

すべてを歌に

★プログラム★

青カエル ケロシとともじょんより～ありがとうございました！～ゆめうた裏事務局・

　来る 9 月 4 日。私はフィジーへ旅立ちます。か
ねてからの夢だった語学留学のためです。
　私がゆめうたと出会ったのは大学 2 年生の時で
した。大学の仲間や先生達と一緒に、とある講演
会を企画していたとき、先生が「この人が手伝っ
てくれるよ」となっちゃんを連れてきました。そ
れがきっかけになって、翌月にはゆめうたのみん
なと一緒にアフガニスタンへ行くことになってい
ました。そして、アフガンＭＭＣＣ来日公演作り
に加わることが出来ました。来日公演の年、私は
大学を卒業する年でもありました。周りのみんな
が企業に就職していく中で、私は無理矢理 ( ？ )
ゆめうたに就職。右も左も分からない学生あがり
の私を、なっちゃんはじめ、たくさんの人達が育
ててくれました。私は本当にゆめうたが大好きだ

初公演
　無事終了！

初公演
　無事終了！

し、ここにいる人達が大好きです。でも、叶え
たい夢があって、今の自分のままじゃだめだと
思って。もっともっと自分が成長できるように、
留学することを決意しました。期間は 8 ヶ月間。
初めての語学留学。初めての長期での海外滞在。
わくわくと不安がいっぱいですが、これからの
8 ヶ月を丁寧に、無駄にしないように過ごしてき
たいと思います。もっともっと素敵な大人にな
れるように。もっともっと誰かの力になれるよ
うに。頑張ってきたいと思います。
　しばらく、私がつくるゆめうたニュースはお
休みになりますが、また戻ってきたらいろんな
ニュースをお届けできたらと思います。2 年間、
みなさん本当にありがとうございました。

ゆめうた事務局・福田智美



今宵、浦和歌区。第 63 夜今宵、浦和歌区。第 63 夜 出演 / 今川夏如、 ゆうた、 加集希世子、 小浦貴史他

練 習 場 様 子の
●春日部練習

●東上線沿線練習

7 月 26 日 ( 土 )＠caffe 土瑠茶

　今回の浦和歌区は、ちょっと特別編。この日は、平和のための
埼玉の戦争展・ピースライブへの出演と、おおきな木納涼祭への
出演があったため、メンバーは二手に分かれていました。おおき
な木納涼祭組はは 20 時頃終わってからかけつけたため、最初は
ピースライブへ行っていた小浦くんと加集さんを筆頭に、一緒に
出演していた若者達も来てくれ、それぞれの歌を披露してくれま
した。納涼祭出演組はまさに浦和歌区が終わる頃の時間に到着。

まだ時間があったので、なっちゃんのてうたを披露しました。そ
して、道に迷ったゆうたさんも無事到着（笑）ゆうたさんは久し
ぶりの浦和歌区出演です♪ももちゃんも久しぶりに浦和歌区へ来
ていたので、お久しぶりねチームで、昔ゆめうたで歌っていた歌
などを歌いました。
　この日の浦和歌区は夜遅くまで歌が響き渡っていました。

●春日部 ( 毎週水曜 )・東上線沿線 ( 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
月 2 回土曜日 ( 日程はメンバーで相談 )
場所：浦和事務所
会費：月 1,000 円

一緒に歌いませんか？

春日部練習にはなっちゃんの愛娘・さららもやってきて、一緒に練習を
しました。みんなが鏡を見ながらてうたの練習をしていると、みんなの
顔をのぞき込んだり抱きついたりするさららのかわいさにみんなめろめ
ろなのでした。そんなさららも、時々手の振りを真似していて、史上最
年少のてうたにすとの誕生も近い！？
　あやかとさくらの「虹を全部やりたい！」という言葉から、振り付け
が途中になっていた「虹」の振りをつけました。あやかとさくら。２人じゃ
ないとできない振りです。元気いっぱいの２人と、元気いっぱいの曲の
雰囲気がとても合っていて、素敵な仕上がりになりました！

→あやかとさくらとさららさん

　今月の練習は歌モード。てうたんの公演があった
こともあって、てうたをたくさんやりました。少し
前まではジャグリングをたくさんやっていたけど、
最近はてうたばかりをやっています。てうたをする
ことが楽しくなってきたようで、それは表現するこ
とが楽しくなってきたのかなと思います。
　はじめるよ～などとは言わなくても、音楽が流れ
ると自然に歌い出します。お母さん達も一緒に歌い
ます。鏡を見たり、窓を鏡代わりにしたりしながら、
自分の振りを確認しながら練習します。てうたは、
想像の中では出来ているつもりでも、鏡を見るとま
だまだだなと思います。とても奥が深いです。
　そんなてうたの練習をしている脇ではちびっこた
ちがいつも追いかけっこをしています。みんな本気
でやっているので、終わる頃にはいつも汗びっしょ

りです。ちびっ子達はとにかく体を思いっきり動か
すのが何よりも楽しいようです。
　それぞれが楽しいと思うことをやりながら一つの
場所にいれる。そうゆう場所って、なかなかないの
かも知れないなと思いました。

8/8・9( 土・日 ) お泊まり会
　今回のお泊まり会、夜は浦和競馬場公園での花火
がありました！というわけで、ご飯を食べたらみん
なで近所の駐車場へ。この駐車場からだと花火がよ
く見えるんです♪ハートやチョウチョやニコちゃん
マークなどのかわいい花火あり、おっきく広がる花
火あり。次々と空に広がる花火を楽しみました！２
歳のいおたが隣に座って、一緒に花火を見ました。
花火があがるたびにおしゃべりするいおた。「あれは
どうしてあっちへ行くの？」と花火の煙を見て不思
議そうにしていました。ちっちゃい子はいろ～～ん
な事に興味をもっておしゃべりをしてくれるのが
とっても楽しいです。花火から帰ったらあとは自由
時間。みんなでおしゃべりを楽しんでいました。次
の日はみんな思い思いに遊んでいたのですが、コア

ラが「やさしさに包まれたなら」をギターで弾き
始めると自然と歌声が聞こえてきました。こんな
風に自然と始まる音楽はとても素敵でした。

中学生＆高学
年チームは、
日本史のカー
ドゲーム中。
ぱぴぃが問題
を出すと「は
は い！！！」
とすぐに手が
上がります。

7/26( 土 ) おおきな木納涼祭
　この日の天気予報は雨。昨年に引き続き中止になっ
てしまうのかしら・・・と心配していたら、高い確
率で雨の予報だったにもかかわらず雨は降らず、お
おきな木納涼祭が開催されました！
　この日はてうたんのメンバーがメインでステージ
に立つことに。ストレッチをして、声出しをしてリ
ハーサルへ。立ち位置や、メインで歌う曲を確認し
ました。ステージまでは時間があったのでお祭りに
一緒に参加。いろ～～んなおいしいお店や、子ども
たち向けの遊びのコーナー、各作業所で作られてい
るグッズの販売などがありました。盆踊りを踊る時
間では、ちよちゃん、らめーるさん、浅川さん、と
もも輪の中に加わって一緒に踊っていました！
　そしていよいよ本番の時間。みんなでどきどきし
ながらステージへ。最初はどきどきしていたけど、
ステージを見てくれている仲間達が体いっぱい使っ
て音楽に乗って楽しそうにしている姿を見たら、緊
張なんかどこかへ吹き飛んでとても幸せな気持ちに
なりました。仲間達の、楽しいを思いっきり表現す
る姿には、いつも幸せな気持ちと元気をもらいます。
この日はゆうたさんとともをさんも来てくれていた
ので、ゆうたさんのソロの時間も。みんなゆうたさ
んの歌声に聴き入っていました。
　最後はみんなで手を繋いでお～～～～～きな輪に
なって「ともだちになるために」を歌いました。初
めてあった人とも手を繋いで、手の温もりを感じて。
とってもあったかい時間でした！
　みんなと歌えて本当に楽しい一時でした。
　最後は打ち上げ花火。たっくさんの花火を見て、
おおきな木納涼祭は無事終わったのでした。

8/9( 土 ) 軽井沢下見ツアー　
以前から「ゆめうたキャンプをやろう！」という提
案が出ていたので、この日は軽井沢のとある別荘の
下見に行ってきました。朝６時に出発して、出口さ
んの運転で一路軽井沢へ。と～～～っても蒸し暑い
日でしたが、軽井沢へ行くとあら不思議。涼しい～。
ひんやりするくらいの空気でとっても気持ちいいの
でした！下見をした別荘もとっても大きな別荘で、
10 畳のお部屋が 5 部屋あるので、本当に大人数で
泊まれそう！キッチンやリビングも広く、お庭もつ
いています。木立の隙間から漏れる木漏れ日が、優
しい気持ちにさせてくれます。周辺の散歩コースも
下見しに行きました。行く途中、なぜか歩道の真ん
中で休む蝶を発見。手で持っても逃げず、とっても
おとなしいチョウチョさんでした。チョウチョさん
とお別れした後は、近くの雲場池へ。何種類かの鳥
が池を泳いでいました。よ～～く見ると鯉もいます。
さっきのお休みチョウチョさんと同じ種類のチョウ
チョが水を飲んだりもしていました。そして散歩途
中に気になったのはきのこ。種類の違うきのこがた
くさん生えているのです。こうゆうの見るのは子ど
もは楽しいだろうね～と話しながら池を一周。自然
がいっぱいで、遊ぶものは何にもない。だからこそ
できる事があるのかな。日々の忙しさから解放され
たり、誰かと話すことに時間を使ったり。
　さぁいつ行こうか！

●8 月のあれこれ●
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