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　アートフルゆめまつりで一緒におまつりをつくったＪ
リーグ 大宮アルディージャさんのホームゲームで、試合
前にジャグリングやバルーンアート、フェイスペイントの
体験コーナーと物販を行ってきました。キッズクラウンの
みんなや「どりぼ」の大人クラウン、ゆめうたのお父さん
お母さんも総動員でコーナー作り。気づけばそれぞれが
コーナーを担当していて、どれもうまく楽しく作られてい
ました。みんな参加者でみんなスタッフ。感謝感謝です。
　子どもの日イベントという事で、来場者も親子連れや子
ども同士のグループがたくさん！すぐにコーナーは人で
いっぱいになり、あっちこっちで楽しそうな声が上がって
きました。中には子どもより楽しんでいるお父さん、お母
さんがいたり、バルーンの作り方を覚えた子が、隣にいた
初めて会う子に教えていたり。こうやって自然と交流して
いけるのは素敵ですね。フェイスペイントコーナーではア
ルディージャのチームカラー、オレンジのニッコリマーク
が人気だったとのこと。
　あっという間に時間は過ぎ試合開始！急いで片づけをし
たら、キッズクラウンはメイクもそのままで、みんなで試
合を観戦しました！あいにくの雨だったけど、間近で観る
Ｊリーグの試合は迫力があって面白かったですね。試合も
アルディージャが勝って万々歳だったのでした！

 ゆめうたの「でぐでぐ」と「のいちゃん」が企画委員を
しているせせらぎコンサートに、またも出演してきまし
た！今回は２ステージ！１回目はなっちゃんを中心にてう
たを披露します。「生きること歌うこと」「翼をください」
など、ゆめうたの定番曲をてうたで歌いました。ゆうたさ
んは「前を向いて歩こう」を演奏。沿道や客席の多くの皆
さんに聴いていただきました。２回目は子ども達メインの
ステージ！みんなにやりたい曲を決めてもらいました。わ
かば・あやか・しおり・ともえの４人で「虹 (AquaTimez)」
のてうたをしたり、キッズクラウン隊で「サーカスの歌」
をやってジャグリングも披露するなど、練習時間は少な
かったけど（そしてちよこが勢い余って歌詞をとばしたま
ま歌ってしまったけれど／汗）めいっぱい頑張ってステー
ジを創れました！
　ステージ脇ではまたもジャグリング＆バルーンアート体
験と物販をしました。どこへ行っても体験コーナーは人気
です。公園に遊びに来ていた家族連れや学生、年配の方や、
お昼休みの会社員の方など、いつも以上に様々な人が挑戦
していました。
　ゆめうたやＭＭＣＣについてお話をしたりと、「偶然」
通りかかった人と出会えるのが、せせらぎコンサートの良
いところの一つですね。ぜひまた出演したいと思います！

５月１６日 （土） せせらぎコンサート＠大宮鐘塚公園５月５日　（火祝） 大宮アルディージャイベント＠NACK5 スタジアム大宮

挑戦して 学んで

今度は教えてあげよう！

ゆめうた流体験コーナーが

各地で大人気です !!
ゆめうた流体験コーナーが

各地で大人気です !!

★写真は上の 2枚がせせらぎコンサート、下の 5枚が大宮アルディージャイベントです。★写真は上の 2枚がせせらぎコンサート、下の 5枚が大宮アルディージャイベントです。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　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

６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♪

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

春日部のおうち
東上線沿線のおうち
てうたん練習
東久留米 「西部九条の会」　練習会
春日部のおうち
東上線沿線のおうち
東久留米 「西部九条の会」　練習会
東久留米 「西部九条の会」　練習会
ゆめうた事務局定例会　いろいろ作業します
春日部のおうち
東上線沿線のおうち
東久留米 「西部九条の会」　講演会
てうたん練習
ゆめうた事務局定例会　いろいろ作業します
春日部のおうち
お泊まり会スペシャル １日目
お泊まり会スペシャル ２日目
お泊まり会スペシャル ３日目
てうたん練習
ゆめうた事務局定例会　いろいろ作業します
春日部のおうち

春日部市中央公民館　大会議室
朝霞市 北朝霞公民館　講堂
浦和事務所
東久留米市 滝山団地集会所
春日部市中央公民館　大会議室
富士見市 鶴瀬西交流センター
東久留米市 滝山団地集会所
東久留米市 滝山団地集会所
浦和事務所 食事付き♪
春日部市中央公民館　大会議室
志木市 いろは遊学館第１ ・ 第２研修室
東久留米市 西部地域センター　ホール 
浦和事務所
浦和事務所 食事付き♪
春日部市中央公民館　大会議室
浦和事務所
浦和事務所
浦和事務所
浦和事務所
浦和事務所 食事付き♪
春日部市中央公民館　大会議室

●6/  2( 火 )17:30 ～ 19:30
●6/  5( 金 )18:00 ～ 20:00
●6/  6( 土 )14:00 ～ 17:00
●6/  7( 日 )16:00 ～ 18:00
●6/  9( 火 )17:30 ～ 19:30
●6/12( 金 )18:00 ～ 20:00
●6/13( 土 )10:00 ～ 12:00
●6/14( 日 )16:00 ～ 18:00
●6/15( 月 )18:00 ～ 21:00
●6/16( 火 )17:30 ～ 19:30
●6/19( 金 )18:00 ～ 20:00
●6/20( 日 )14:15 開場 16:30 終演
●6/21( 日 )13:00 ～ 16:00
●6/22( 月 )18:00 ～ 21:00
●6/23( 火 )17:30 ～ 19:30
●6/26( 金 )18:00 頃～
●6/27( 土 ) 終日
●6/28( 日 ) ～ 12:00 頃
●6/28( 日 )13:00 ～ 16:00
●6/29( 月 )18:00 ～ 21:00
●6/30( 火 )17:30 ～ 19:30
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金本光弘さま

前田真吹さま

♪新規会員♪♪新規会員♪

ようこそゆめうたへ！

団体賛助会員   せせらぎコンサート市民企画委員会さま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　春日部おやこ劇場さま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さいたま子ども劇場さま
　「パチャーン！ケローン！！」最近観た映画『パコと魔
法の絵本』のせいで、この台詞がすっかり馴染んでしまっ
たゆめうた事務所ケロ。気になる人はＤＶＤを観るとい
いケロ！さて、今回はケロシからお知らせ！！

　上の表の通り、６月のお泊まり会は、２６日（金）～
２８日（日）のスペシャル版だケロ！！日帰りでも１泊
２日でも２泊３日でも、好きな時に参加するといいケロ
ね。期間が長い＆金曜は普段おうちの日なので、どこか
公民館を借りるもよし、何か思い切った遊びをしたいケ
ロね～。やりたいことがある人はぜひ提案するケロ！
　それと、前から要望があった大宮のおうちもいよいよ
計画が動き出したケロ！詳しくは追ってご連絡～だケロ。
乞うご期待！！！ケロ～ン！

ゆめうた裏事務局より青カエル ケロシのひとり言

～お泊まり会スペシャル♪
　　　ほかお知らせケロ～ン！～

( 順不同４月２８日現在 )お詫び
３月号の「寄付・渡航費カンパの方を頂いた皆さま」で、横
堀康子様と掲載いたしましたが、正しくは横繁康子様でした。
大変失礼いたしました。お名前を誤って記載したことと、訂
正のお知らせが遅くなりましたことを、ここにお詫びいたし
ます。申し訳ございませんでした。



■東上線沿線のおうち
まずはごはんを食べてのんびりしたら、ジャグリングや
てうた、おしゃべりなど、それぞれのやりたいことをす
るのが、最近の東上線のおうち。よっしー＆あおい親子
が来たり、ともじょんがフィジーから帰ってきたり、足
立家や浅川さんも来たり、久しぶり～♪の会話も多い月
でした。ひとみとみおは仲の良い姉妹ですが、最近ライ
バル？のまーしーが来れないせいか、ちょっと大人しめ。
でもひとみは小さい子の面倒をいつも以上によく見るし、
みおは年の離れたお兄さん、お姉さんとたくさん遊びま
す。まーしーがまた来れるようになったら、また賑やか
になるかな？

■てうたん
　基本土日に月 4 回程度が練習ペースなのですが、
今月はイベントと重なることが多かったため、回数
も少なくなってしまいました。今月は練習の期間も
空いてしまったため、基礎の声出しやゆめうたの定
番曲を中心に練習。今まで普通に歌っていた曲も、「言
葉をはっきり聞かせる」ようにするためには意外と
注意することが多く難しいことが判明。『BELIEVE』
がまた難関で、何度も何度も歌い込みました。POPS
を歌うのに必要なリズム感を鍛えて、来月はいよい
よアンジェラ・アキの『手紙』に挑戦したいと思い
ます！

　日付の通り、今回はせせらぎコンサートの後に開催。

子ども達はみんな朝から外で遊んで歌ったのに、夕方

になって事務所についてもまだ元気！！外で鬼ごっこ

したり、友だちのお迎えついでに駅まで散歩に行った

り、家の中で組体操を始めたり（床抜けちゃうよ！！）、

もう自由奔放です。一方でママズは着くなり早速夕飯

の準備。手際の良さに毎回毎回感謝です。

　夜半になって、ちよこの友人たちや相撲大会を終え

たともやが続々と合流。ますますヒートアップする子

ども達の遊び場で、かよちゃんとかすみは何とテスト

勉強！騒がしい中、集中出来るのかなぁと心配にもな

りましたが、中村ママ曰く「大好きな人と一緒だから

やれる」とのこと。なるほど納得です。今度はみんな

で輪になってゲーム開始！ゆめうたでもよく歌う『た

んぽぽ』の曲に合わせて隣の人の手を左右交互に叩く

という、一見簡単そうな手遊び。これが意外と難しい！

みんなどちらの人の手を叩くかで大混乱＆大爆笑して

いました。その後子ども組は早めに寝て、大人組は例

によって明け方まで話し、てうたの自主企画「ゆうた

さんの『ママズ・ソング』をてうた

で歌おう！」計画を練ったりしました。

■春日部のおうち
　久しぶりにシュンが参加した時は、公民館隣の公園で
遊びました。ちよこはシュンと追いかけっこですが、残
念なくらい体力が追いつきません。おうちが終わるまで
ひたすら走りました。小野くんは青木パパとジャグリン
グの練習をしたり、彩花や創と遊
びます。ゆるい雰囲気で楽しそう
です。陽菜は大好きなボスに構っ
てもらって嬉しそう。ボスは陽菜
をとてもかわいがります。いつも
はじっこで座っていたり、上手い
のにこっそりてうたをやっている
ボスだけど、陽菜と遊ぶ時はちょ
っと違う！年の離れた妹感覚なの
でしょうか。そんなとき普段と違
う顔を見せるボスが、また頼もし
いです。

５月１６日 ( 土 ) ・ １７日 （日） お泊まり会

　志木おやこ劇場例会「ロネ＆ジージのビッグイ

ヤーズショー」に物販でお邪魔しました。会場に到

着すると、ショーを見るホールと、ジャグリングや

バルーンアート体験をするお部屋がありました。こ

の日の例会に向けて、たくさんの手作りジャグリン

ググッズを作ったり、飾り付けを工夫していて、

ショーが始まる前からわくわくが始まる様な会場で

した♪ロネ＆ジージのショーはほんっとうに楽しく

て、子どもから大人までみぃ～～～んなが楽しめる

内容でした。まだ見ていない方は必見！プロの技を

見て、そして実際に体験もして。子どもたちが思いっ

きり楽しめる１日でした♪　【とも】

５月２４日　（日） 志木おやこ劇場 「ロネ＆ジージ」 公演

　こちらも毎年参加している子どもまつり。ジャグ
リング＆バルーンアート体験コーナーを、ともとち
よこでやってきました。ジャグリングには他の参加
団体のお兄さん達もやってきて、子ども達とずっと
一緒にディアボロや皿回しに挑戦したり遊んだりし
て楽しそう！バルーンアートは基本の犬や剣の作り
方を教えると、とても喜んでくれました。そして作
り方を覚えたお父さんやお姉さんが妹や小さな子に
教えたりしながら、今度は自分たちでどんどん新し
い形のバルーンを創ったり、模様を描いたりして遊
んでいました。まだ基本の犬と剣しか教えられない
けど、そこから発想し
て自分たちの好きなよ
うに遊びを作っている
のがとても嬉しいし、
見ていて新鮮でした。

５月１０日 （日） 三郷子どもまつり＠三郷市瑞沼市民センター

　暑すぎるくらいの晴天に恵まれた５月１０日の志
木おやこ劇場主催の子どもまつりに行ってきました
～。このおまつり、毎年広～い公園の中にお店やゲー
ムでとにかく盛りだくさんなんだけど、今年は翌々
週に控えたクラウンショーの宣伝をかねて、クラウ
ン色の濃～いおまつりでした。なので、ジャグリン
グコーナーの賑わったことといったら、そりゃぁも
うすごい！なんてったってデモンストレーションが
すごいからぁ～♪アキの屋外でしか見られない超高
い“ハイトス”はひときわ目を引くし、金子しゃん
の魅力にひかれておまつりにやって来た、すべて手
作りアイテムのジャグラー大村くんのパフォーマン
スもめっちゃうまい！！加えて我らがリオ＆どりぼ
のクラウンチームが華やかに演出してくれて…こ
りゃぁ楽しくないわけがない！子どもを楽しませる
ためにやってきたお父さんが子どもそっちのけでは
まって、ついには「子どものため…」と言いながら
自分でやりたくて買って帰る人が何人もいました
～！！嬉しいですねぇ♪あ～ゆうのを見ていると、
子どもまつりは子どものためだけじゃなく、大人も
子どもの頃に戻って楽しむためにあるんだなぁっ
て、つくづく思いますねぇ (=^u^=)
　皆さん、遠くからご協力いただき、ほんとうにあ
りがとうございました～！！　【中村ママ】

５月１０日 （日） 志木子どもまつり＠志木ニュータウン中央公園

　毎年来日するＪＦＣ（ジャパニーズ・フィリピー
ノ・チルドレン）の子ども達の劇団の公演にお手伝
いに行きました。今年の演目は、ＪＦＣと両親達の出
来事をツルとイヌの愛の物語になぞらえ、ＪＦＣを取
り巻く環境や子どもたち自身の希望を伝えるもので
した。ツル・イヌそれぞれの想いを伝える表情や鳴
き声など、難しい演技や舞もありましたが、子ども
達それぞれが舞台を楽しんで真剣に取り組んだ様子
がうかがえて目を見張りました。今年は平日なので
お手伝いのみでしたが、また来年は交流の機会がで
きるといいですね。

５月１９日 （火） DAWN 劇団あけぼの公演　＠浦和カトリック教会

　アートフルゆめまつり２００９大宮小会場で行わ
れた「子ども横丁」は大成功でした！その反省会と
打ち上げパーティーを、さいたま子ども劇場さんと
ゆめうた、参加した子ども達みんなでやりました。
まずは子ども達の「楽しかったー！」と言う意見や、
お店で工夫したことなどを発表。大人達はもっと良
い企画になるための反省点や、お客さんからの意見
などを言いました。また来年も子ども横丁をやりた
い～というのがみんなの共通意見♪反省会の後は打
ち上げパーティー！みんなで持
ち寄ったお菓子を食べながらお
しゃべりします。大人はゆめう
たと劇場さんのお互いの活動を
紹介し合ったりしました。子ど
も達は次第にジャグリンググッ
ズで遊び始めたので、思い切っ
て近くの大宮公園に移動して、
めいっぱい遊びました。

５月９日 （土） 子ども横丁打ち上げパーティー＠高鼻コミセン

　私は国際友好フェアの参加は３回目になるのですが、
今年はテントブースが充実していてとても良かったと
思います。ゆめうたの物販お手伝いは２回目でした。
まだ頼りないですが、また機会があったらお手伝いが
できたらいいなぁと思っています。
　テントが小さかったので出入りがしづらかったよう
で、中のアフガン渡航の写真の展示が沢山の人の目に
触れられなかったのは残念に思います。ただ、アフガ
ンに興味があって展示を見に入ってきてくださった方
や、フェイスペイントをしにきた子の親御さんが子ど
もと一緒に写真について話していたのが良かったです。
もっと多くの人にゆめうたの活動が理解してもらえる
場になればと思います。
　友好フェアのスタンプラリーのためのフェイスペイ
ントは、子ども達から大人気でした。２日連続で来て
くれた子や、スタンプラリーが終わっても同じ日に何
度も来てくれた子もいました。来年もやるようでした
ら、ペイントスタッフを増やしてみてもいいかなぁと
思います。ステージの方は見られませんでしたが、ゆ
めうたらしいピースフルなステージだったと聞きまし
た。来年も、今年より多くのメンバーが参加して盛り
上げていけたらと思います。　【うぇるち】

５月３日 （日祝） ・ ４日 （月祝） 国際友好フェア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠見沼グリーンセンター

た んめ うゆ ち
様 子の

♪一緒に歌ったり遊んだりませんか？♪
●春日部 ( 春日部中央公民館　基本毎週水曜：
　　　　　　会場の空き状況によって変わることもあります )
●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（浦和事務所　土日祝のいずれか月４・５回）
会費：月 2,000 円 かしう。さん指導で行っています。

▲ジャングルジム鬼ごっこ
　てっぺんまで上って、
　得意げなしゅん♪

ひとみがなぞなぞを出して 

▲

みんなが答える～のだけど、
なかなか内容がマニアック？
で難問です。

出 来月 の６ 事

今宵、浦和歌区。第７２夜今宵、浦和歌区。第７２夜
４ 月 ２ ５ 日 ( 土 ) ＠ c a f f e 土 瑠 茶

久々にレギュラーフルメンバーが揃ったこの回は、出
演者・お客さん一緒に丸テーブルを囲みながら歌いま
した。小浦くん＆伊丹くんのそれぞれのソロとユニッ
トの演奏や、ゆうたさん＆ともをさんのお馴染みの曲
をゆったりと聴けました。
みんなで歌うところではな
ぜか最初に『すべてを歌に』
を歌い、「まるで締めみたい
だけどまだ始まりなんだよ
ね～」と笑いながら『生き
ること歌うこと』などを、
たくさん演奏しました。

出 演 / 今 川 夏 如 　 　 　 ゆ う た 　 　 　 か し う 。  　 　 　 小 浦 貴 史 　 　 　 　 伊 丹

初めてのジャグリングも 

▲

うまくできたよ！！

▲うぇるちと西村さん。今回の販売
　部隊として頑張りました！！

▲フェイスペイントが大人気～♪
　これはうぇるち担当。

バルーンアートは家族みんなで 

▲

挑戦してくれました♪

写真右

▲

もうすぐ
運動会？組体操に
夢中。

写真左

▲

「たんぽぽ」
の手遊びゲーム。
サビになると大混乱
です。
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