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童謡や唱歌♪ラジオ歌謡やロシア民謡…歌声＆笑い声がいっぱい！
みんなで昔懐かしの童謡名曲をお腹の底からたっぷり歌いましょう！

季節折々の童謡名曲をみんなで大合唱！季節折々の童謡名曲をみんなで大合唱！

上手下手や合唱経験の有無は問いません！主に音大
芸大出身の若きイケメン？音楽家ら (NPO指導員 )
のピアノ伴奏＆指揮で年間約 250曲を合唱します。

﹇
今
月
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練
習
曲
の
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例
﹈

体験練習  活動説明会 ＆

0120-104-315
どうようフリーダイヤル サイコー

☎078（200）3070 兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-3 ジイテックスビル6階

お
問
い
合
わ
せ

NPO法人日本音楽生涯学習振興協会NPO法人日本音楽生涯学習振興協会

電話受付 平日 10:00～18:00

高い声や大きい声が苦手な方、譜面が読めない方も大丈夫！！高い声や大きい声が苦手な方、譜面が読めない方も大丈夫！！

この活動は地域文化の発展向上、住民の健全交流と社会教育の推進に努める事で音楽生涯学習の振興を目的とした住民による住民のための活動グループです。政治や宗教及び営利を目的とした活動ではありません。音楽教室やカルチャースクールで
はありませんのでレッスンやサービス享受はございません。市民の誰もが安心して活動できるようにNPO法人の童謡コーラス支援事務局の結成及び運営支援を受けています。既に６00カ所を超える各地域で、約３０,000名の住民が参加しています。

［入場無料／予約不要／見学自由］
※貸し楽譜を用意しています。特に準備する物はありませんので、直接会場へのお立ち寄りも大歓迎！！

※市民ならどなた様でも入場参加可能ですが、施設の利用規則により、不特定多数及び会場定員を超えないように入場制限を
　行います。入会及び見学の申込受付は先着順で、定員になり次第〆切りとなりますので、予めご了承下さい。

50才～70才、80才代のマダム&ヤングシルバーに大人気！マダム&ヤングシルバーに大人気！

歌仲間集まれ！！元気 友達 健康

あなた様のご参加をお待ちしております！
童謡コーラスの詳細・お問合せについては裏面をご覧下さい。

でい
よう！

づく
り ！

のた
めに
！

（お問い合わせ先は、個人情報保護の関係上、地域住民の代表様に
  代わってNPO法人の童謡コーラス支援事務局で代行しております）
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 再結成
 リニューアル

　　　　　　　　　　　      ごあいさつ

　  この度あなたの町の童謡コーラスが新しい
仲間を迎え、再出発します ！　この活動の魅力
と役割を広く市民の皆様に啓発するために

参加無料の説明会（体験合唱会）を開催します。
童謡や唱歌の易しい歌唄を大斉唱して、お腹の

底から歌って♪笑っての楽しい時間を過ごしま

しょう！地域活動に入会して継続する事もでき、

NPO支援の曲集プレゼントの制度有（詳しくは裏面を）
　　さぁ！ 歌の力で人生を明るく、寝たきりゼロ、

引きこもりゼロ、元気な90才、100才代を目指し、

  アナタも童謡コーラスの歌仲間になろう ！　

♪赤とんぼ etc...

♪里の秋 ♪ゆうひ
♪山の音楽家♪どんぐりころころ

♪ゆうやけこやけ ♪庭の千草

♪りんごのひとりごと♪もみじ

10 9 日です。月次回の練習日は

9 25本日 日月 の練習会も見学参加自由！



ロシア民謡

50才～70才、80才代の50才～70才、80才代の50才～70才、80才代の50才～70才、80才代のマダム&ヤングシルバーに大人気！マダム&ヤングシルバーに大人気！
（高い声や大きい声が出にくいと思ってる方や譜面が読めない方も大丈夫！）（高い声や大きい声が出にくいと思ってる方や譜面が読めない方も大丈夫！）

「童謡コーラス」は、年令や上手下手を問わず、みんなと一緒に心やさしい思い出の名曲を大合唱します。
健康のため、友達づくりのため、笑い声と歌声がいっぱいのみんなの合唱団です！

『みんなで歌おう♪
　　楽しい童謡コーラス 』TV

1027

◇活動会場／

蟹江　

27

蟹江中央公民館 ２階 視聴覚室

童謡コーラスの「無料体験練習＆説明会」ついては表面をご覧下さい。

この活動は地域文化の発展向上、住民の健全交流と社会教育の推進に努める事で音楽生涯学習の振興を目的とした住民による住民のための活動グループです。政治や宗教及び営利を目的とした活動ではありません。音楽教室やカルチャースクールで
はありませんのでレッスンやサービス享受はございません。我々市民が安心して活動できるようにNPO法人の童謡コーラス支援事務局の結成及び運営支援を受けています。既に６00カ所を超える各地域で、約３０,000名の住民が参加しています。

0120-104-315
どうようフリーダイヤル サイコー

☎078（200）3070 兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-3 ジイテックスビル6階

（お問い合わせ先は、個人情報保護の関係上、地域住民の代表様に
  代わってNPO法人の童謡コーラス支援事務局で代行しております）
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NPO法人日本音楽生涯学習振興協会NPO法人日本音楽生涯学習振興協会

電話受付 平日 10:00～18:00

◇月 会 費／2 ,000円（会の運営に活用／月謝無料／入会金3,000円）
◇主旨目的／
◇活動内容／約90分間 月2～3回のペースで童謡名曲等を斉唱

童謡コーラスを通じて、地域文化の発展向上、住民の健全交流、社会教育の推進に努め
ることで、音楽生涯学習の振興を目的としています。宗教・政治・営利を目的としないこと。

【活動曜日・時間が合わないという方へ】
近隣の地域コーラスのご紹介 曜日 開始時間 主な活動拠点

お仕事やご病気で会場参加ができない方のため
に参加費0円で、お茶の間での童謡コーラスの
市民参加を取り組んでいます。

の紹介

【童謡コーラスの活動きまり】

◇活動宣言／ 童謡コーラスが住民主体の自主活動であるために参加者の理解と意識の向上を目的に
自主練習や親睦会を実施します。会のきまりを守って、みんなの協力（役員選任・当番制度）
で、個人の重責や作業負担、NPOからの支援依存がないように努めます。

新結成！       　　　　　　　　  の紹介
◇活動日時／

テレビ番組のご紹介！好評放送中！

 蟹江童謡コーラス

※活動会場は主な活動拠点です。公共施設のため今後使用できない場合は、会場変更があります。

童謡コーラス曲集プレゼント

易しい童謡や懐かしい唱歌を名曲合唱易しい童謡や懐かしい唱歌を名曲合唱子どもの頃に歌った する生涯学習

※公共施設のため使用できない場合は、会場変更があります

今後も継続して住民活動に入会参加をお考えの方にNPO支援として
但し、説明会当日の入会者に限ります。
（通常1,500円の実費徴収）

0 3 1

から2時30分頃まで曜日の昼1時金

中　村 名古屋市 演劇練習館（アクテノン） ５階 リハーサル室水童謡コーラス

新栄町 名古屋市 芸術創造センター 地下１階 練習室Ⅱ

昼1時～

水童謡コーラス

名古屋市 中村生涯学習センター ３階 視聴覚室
朝10時～
朝10時～金本　陣 童謡コーラス

270925-O9009151123-S92A0915

10月の練習会
9月の練習会

2日 16日 30日

 25日
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