
 

音結通信 
音結では、只今、夏から秋にかけて実施する

「第２回子ども夢コンサート」と「音楽療法セ

ミナー」の準備中です。 

平成 27 年度の出足が少々遅くなりましたが、

たくさんの方に笑顔をプレゼントできるよう

に、「今できることを喜んで、これからするこ

とに希望を持って」コツコツと一歩ずつ取り組

んでいこうと思います。 

 

月、うららかな日射し、 

鳥のさえずり、 

小川のせせらぎ・・・ 

春こそ、生命の宴（たけなわ）の月です。 

私たちのまわりのすべてが、微笑んでくれると

いいなぁと思います。 

５ 

（西川） 

ごあいさつ 
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域の人たちとの交流、啓発活動などを

行っています。（コンサート、音楽ワー 

クショップ、演奏出演、楽器づくりなど） 

 

地 
イベント 

楽による支援内容ほか対人援助につい

てのスキルアップを目指して、ケース 

検討、プログラム作成、ロールプレイなどを

行っています。 

医療関係、教育関係者など、他職種と連携した

講習会も開催します。 

＊ご要望に合わせた出張講習会も可能です。 

 

音 

勉強会・講習会 

1.               音結通信第 11 号 

どもの基礎体力づくりと、親子のふれあ

いを楽しむ活動を行っています。 

 

子 
キッズ・スポーツ 

がい児・者や高齢者を中心に、音楽活動 

から音楽指導を行っています。 

療育的活動、介護予防など、児童デイサービス、 

高齢者デイサービス、事業所、施設、病院ほか、 

出張でお伺いします。 

＊個人教室もご紹介致します。 

 

障 

音楽療法 

事 業 内 容 



 

2.              音結通信第 11 号 

面やキャップアートなど、造形で子ども

の表現力を伸ばそうと創意工夫され 

ている事業所さんです。 

音結もその主旨と同じくして、音楽によるゲー

ム、身体パフォーマンス、楽器活動、声の活動

など、できるだけ子どもの自発性を尊重して行

っています。楽器を鳴らすのが好きな子、ゲー

ム遊びが好きな子、歌うことが好きな子、リク

エストタイムで踊るのが好きな子、みんな違っ

てみんな良いです。    （西川 ） 

お 音楽療法の紹介 

段、生活の中で何気なく流れている

音楽は、私たちの心や身体にとても強い影

響を与えています。 

あなたが持っている音楽のセンスを 

福祉の世界で活かしてみませんか？ 

 

 

会福祉法人大阪府障害者福祉事業団  

多機能事業所のワークさつきで「ハッピー 

あい」（通所されている重複障害者の方たち）と

「ゆっくりグループ」（軽作業される他の班の方

たち）を合わせて 20 人ほどの参加者に音楽療法

のセッションを行っています。 

みんなの前に立って好きな歌を披露される方々

や楽器の演奏など、それぞれ思い思いに音楽を楽

しんでくださっています。  （安達 ） 

 

社 

音楽療法セミナー 

・日時 第 1回 9/8・9/15・9/29（いずれも火曜日） 

Ａｍ10:00-12:00 

・会場 音楽サロン Peach House 

・講師 西川照美（日本音楽療法学会認定音楽療法士） 

・参加費 9,720円（3回分） 

・対象者 興味・関心のあるかたならどなたでも可 

・内容 1回 音楽療法のイロハ体験 

    2回 高齢者の音楽療法紹介とロールプレイ 

    3回 障害児者の音楽療法紹介とロールプレイ 

 

児童デイサービス「このこのアート」（堺市北区） 

～音楽療法入門講座～ 

普 
認知症予防 

・音楽回想法 

・他者交流 

・意欲向上 
運動機能向上 

運動の誘発 

・指先運動 

・上肢下肢筋力 

・粗大運動ほか 

・心肺機能の強化 

（呼吸器改善） 

・意欲向上 

・嚥下.咀嚼の改善 

口腔機能向上 

療育支援 

・役割取得や社会性の発展 

・能力支援（姿勢保持、手先の  

 操作性、模倣能力、運動の協応

性、発声、構音を育てる 

・情緒の安定 

体操 

ダンス 

観賞 
歌唱 

合唱 

楽器 

演奏 

Peach House 
住所：貝塚市福田 80 

南海本線貝塚駅・東出口徒歩６分 

駐車場有 

 



 

年夏、「みんな友達」を合言葉に「子ども夢

コンサート」を開催しました。 

当初予定していた日が台風と重なり、一か月半後に

延期しての開催で、参加してくださった方々からは

ご好評いただいたのですが、開催後しばらくは、 

やり終えた感で放心状態でした(笑）。 

でもしばらくして、一度きりでいいのだろうかと 

思うようになりました。 

種は蒔いて、コンサートにかかわって下さったすべ

ての方々の丹精のおかげで、夢の花、障がいの有無

を超えた友達の花を咲かせることができました。 

けれど、実った種をさらにさらに蒔いて、夢の花々、

友達の花々を増やし咲かせ続けていくことが、難し

いけれど大事なのではと、2 回目のコンサート開催

を決めました。   

100 人の子ども達のいきいきとした夢、コンサート

当日の参加者のきらきらした眼差しをもっとたく

さんの人達に共有してもらい、広げていきたいと願

って、スタッフ一同今年の夏も熱く乗り越えていき

たいと思っています。     （ 岡本 ） 

昨  ンサートで“演奏のサポート隊”として、

有志メンバーが集まって練習を開始して 

います。20代から○代の音楽愛好家が和気藹々と

楽しく練習しています。 

テーマソング「みんなともだち」を演奏するほか、

出演チームのサポート隊も兼ねます。 

月一回、日曜日に練習しています。 

我こそはと思われる方は是非、私たちと一緒に 

練習しませんか？     （夢チーム有志） 

 

コ  
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著作者:Freepik.com 

 

 

平成27 年８月２９日(土) 

第 2回 

子ども夢コンサート 

会場／和泉市コミュニティセンター多目的ホール 

開場／１２：００ ・ 開演／１３：００ 

ヤマハ音楽支援制度地域音楽活動支援対象コンサート 

後援 和泉市教育委員会 
 

 夢を一緒に !
 

10グループの楽器演奏 

歌やダンスの 

楽しい発表会 

夢の絵 100枚 

夢チーム大募集 子ども達の大きなサポート隊!! 興味のある方は、是非とも音結まで!! 
★楽器が演奏できる方★ダンスが好きな方★歌が得意な方★パフォーマンスが好きな方 



 

渉外活動 

い頃からの音楽活動(楽器演

奏や歌を唄うこと)を通して 

音の可能性を常々感じていた矢先

音結のセッションに参加。 

やっぱり音楽って素晴らしいと再

確認！ 

これからも音結のセッションでの

様々な出会いに、ワクワクしてい

ます！        (松本 ) 

 

職後は音楽で、人を笑顔に

するボランティアをしたい 

と思っていました。 

以前から絵本の読み聞かせや未

就園児の子育て支援はしていま

したが、音結との出会いは、昨年

秋の「音楽療法のイロハ」でした。 

もっと理解を深めて自分も楽しみ

ながら活動できれば、嬉しいです。 

     （米井） 

 結の活動は何年も前から

気になっていました。 

ただ、自分の音楽技術力では役

に立たないだろうと思っていま

した。が、この度、思い切って

参加させて貰いました。 

会員メンバー皆さんの優しい導

きのもと、何とか活動に参加さ

せて頂きまた、音楽の楽しさ、

力の大きさに感動しています。 

         （森上） 

 

年からセッションのサポー

トに入らせて頂き、音結の 

皆様の熱心さ、全てを受け入れて

もらえるわけではなくても丁寧に

関っておられる優しさ、そして音

楽の力を強く感じました。 

実際に声に出して歌うわけでも、

リズム打ちに参加するわけでもな

くても、音楽を聴き活動を通して

とてもいい表情で参加されている

利用者さんを拝見すると私も嬉し

くなってきました。 （辻野） 

 

若 退 

音 
今 

新入会

の紹介 

平成27年 

平成 27 年上半期 活動予定 

  楽教室を開き 32年。 

阪神大震災がきっかけと

なり、学校～各施設の出前コ

ンサートで、音楽の持つ力を

実感しました。音結には昨年、

子ども夢コンサートに参加し

たご縁で入会しました。音楽

教室では経験できないことを

学んでいきたいと思います。 

       （高橋） 
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■音結の主旨に賛同しご寄附をいただいた方々です。 

古下事業所、(株)桶谷ミューズ、グレイスピアノサービス、 

コンフィデンス株式会社、（株）ヤマハミュージックリテイリング堺店 

池田吉宏、本田ますみ、松寺佐知子、渡邊孝子、浅埜由美子、西川照美 

◇音結ホームページ 

http://ongaku2013.wakwak.info 

◇音結ブログ 

http://otoyuipower.blog.fc2.com 

◇Facebook 音結いいねヨロシク! 

 

 

♪子ども夢コンサート 

♪音楽療法勉強会 

♪ライフ・キッズ・スポーツ 

♪音楽療法セミナー 

＜夢チーム月１練習・実行委員会随時＞    本番 8/28  

 

  ＜月 1回 第 1水曜日＞ 

♪出張音楽療法 

音 

月曜日から土曜日まで毎日稼働！ ＜和泉市、泉大津市、忠岡町、堺市ほか＞

＞ 

6 月 7月のみ in泉大津市 

http://otoyuipower.blog.fc2.com/

	音結通信11号P.1
	音結通信11号P.2
	音結通信11号P.3
	音結通信11号P.4

