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ごあいさつ

1. 音結通信第 9号

　今年は雪の日も多くとても寒い冬でした。3月末頃からやっと寒さも緩みはじめ、日増しに温かくなってきました。
　4月、新たな出会いが始まる月です。
　26年度は、ワークショップ、コンサートなどを企画しており、多くの方との出会いが始まる予感に満ち溢れています。
是非、ご参加ください。また、勉強会、検討会、講習会と自己研鑽の機会も充実させます。音楽による支援の輪が広がる
ことを願って活動しています。ご興味のある方はお手伝い下さい。

音楽づくり音楽づくりワーク
ワークダンスセラピーまたは 加 者 募 集参

「音楽づくりワーク」日程
講師：阿部 優里 全 7 回

「ダンスセラピーワーク」日程
講師：小西 江莉 全 7 回

○ ゲスト出演　嵯峨根 望さんのミニトーク。
（楽器演奏、ダンス、合奏、合唱、音楽パフォーマンスなど）

○ すべての子どもが安心して参加できる “夢コンサ～ト”。出演者の音楽形態は問いません。

参加の条件

出演の条件

結果の通知

問い合わせ

できるだけ全回（6回）参加と、コンサートに出演できる方。

子どもを中心とした 5 名以上のグループ
出演費
一人 500 円

締め切り
定員に達し次第

申込者全員に結果を通知します。

申込み方法など詳しくは、別紙チラシを
ご参照いただくか、下記へお問い合わせください。

電　話： （西川）080-5318-2471
E-mail：otoyuih21@yahoo.co.jp
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8 9月 日 子ども夢コンサ～トで発表土（ ）第 7回 13 30～

会　　　場 和泉市コミュニティセンター

募集対象者 小学生以上の子どもから 歳未満の未成年者20
各ワーク 名程度10

円12,500 （6回ワーク、コンサート出演費、保険料）

募 集 人 数

参　加　費

音楽づくりワーク
ダンスセラピーワーク

4階 『視聴覚室』
2階 『小運動室』

コンサート発表 3階 『多目的ホール』

音楽でみんながつながる夢の世界、わくわく・ドキドキ・一緒にうたおう

お手伝いしてくださる
ボランティアも募集！

問い合わせ 申込み方法など詳しくは、別紙チラシを
ご参照いただくか、下記へお問い合わせください。

電　話： （岡本）080-5778-1458
（渡邊）080-5318-2474

E-mail：otoyuit21@yahoo.co.jp

開催。開催。

子ども夢コンサ〜ト
連 動 企 画

会場：和泉市コミュニティセンター 3 階『多目的ホール』
開場：13 00 開演：
募集団体数：下記ワーク 2組を含む計 組程度10

13 30

一緒にからだとこころ

 動かしませんか？

どんな楽器を
鳴らしてみたい？



運営活動の紹介
定例会議 毎月第1火曜日 役員・正会員による

その他の会議 月1～2回 3役会議
アイ・あいロビー会議
男女共同参画ネットワーク会議

渉外・出張 11、1、2月 大阪ボランティア協会相談

2月 損保ジャパン助成金贈呈式出席

12月 ピーチハウスX’mas パーティ参加

1月 NPO法人 SEIN 相談

2月 ライフキッズスポーツクラブ反省会
広報活動 4、10月 年 2回広報部より会報発行

助成事業 4 ページに別掲

音結通信第 9号2.

　月 1回、音楽療法に携わる会員で勉強会をしています。セッションの振り返りと
プログラムの作成など、音楽プログラムの質を高め、より良いものを提供するため
の研鑽の場としています。

　実際のケースを検討し合うことは、セラピストの指導能力を高め、音
楽療法の質を深めることができます。今後も、年に１回は継続実施した
いと痛感しています。
　今回は、渡邊真美先生（音楽療法士、支援学校教諭）をスーパーバイ
ザーに招き、発達障がい児童の検討会を実施しました。次回は、「実態
把握について」検討会を持つ予定です。

勉 強 会 特 集

in アプラたかいし音楽室　平成 26 年 1月 26 日（日）

勉強
しました !

月 1回勉強会

公開ケース検討会

グループウェアを学ぶ IT 講座

個人音楽療法の事例検討会が 2回に渡り行われました。渡邊真美先
生のご指導を頂き、初心者の私にとって大変貴重な体験をさせて頂

きました。セッションを行うにあたってアセスメントを丁寧に行うことや、子供との関係づくり、子供が興味を示
していることが何であるかを知る作業がいかに大切であるかということを教わりました。今回の事例検討会で教え
て頂いたことを今後のセッションに生かしていきたいと思います。（安達）

毎回、参加者同士の意見交換は活発です。
児童デイサービスの 2月のプログラムは、「桃太郎」紙芝居の読み聞かせを取り入れました。
講師の手作りの紙芝居が事業所から大変好評であったり、子どもにはお話に沿った表現活動へと新しい展開に繋がりま
した。
3月は、桜色の “プレイクロス” を揺らして、交流の輪が広がり笑顔が満開となりました。
講師間で色々なアイデアを出し合い、実践後に振り返り（反省会）を持つことは活動の質がとても高められると感じます。

in 和泉シティプラザ 4階研修室
平成 26 年 3月 8日（火）

　音結は、会員全員が顔を合わせて話し合える場が少ない状況にあります。
　そのため、稼働日、担当者、連絡、報告、今後の予定など、日々の活動の情報を共有し合う方法と、さらに、各々
の意見交換ができる場が欲しい！と痛切に感じていました。
　そこで、NPOを支援するNPO法人「SEIN」の宝楽氏より、会員間で情
報共有するサイトの紹介と、実践的に使える指導をして頂きました。

　沢山のことを学びたいと意気込んで実施しましたが、アドレスを登録す
るだけでテンヤワンヤ！あ～……もっともっと基本的なパソコン操作につ
いての研修が必要だった……と感じました。
　時間延長の末、参加者間でサイボウズ Live の登録を済ませました。これ
から、軌道に乗るように浸透させていく努力をしたいと思います。

＊＊＊＊＊＊＊



音結通信第 9号3.

　アドバイザー養成講座（9回連続講座）に参加しました。会員が交代で出席して “修了証書” を頂きました。

　男女共同参画とは、“女も男も年齢も国籍も関係なく自分らしく輝いて生きるため” の施策です。音結の役
割としては、皆が等しく文化的な利益を享受できるような場を作っていくことではないかと思います。

　音結は、地域に密着した活動にも取り組んでいます。
　アイ・あいロビー主催の「サマースクール」「小学校への福祉体験活動」「交流会」等のお手伝い。
　音楽ボランティア活動では、包括支援センターから依頼を受けて、双子ちゃんのサークル「さくらんぼ」
でのクリスマス会、高齢者デイサービス「アビリティーズ和泉府中」での歌による介護予防などを実施しま
した。音楽療法的な視点を取り入れて喜ばれています。

　ダンスと楽器演奏をしました！（子ども達３名、桃山学院大学生３名、音結メンバー５名）
　子ども達の素晴らしいパフォーマンスを見て、音結は、発表の場を作る役割も担っていることに気づかせ
てもらい大変良い経験となりました。

男女共同参画センターの活動

アドバイザー養成講座

ボランティアフェスティバルでの舞台出演

和泉ボランティア・市民活動センター「アイ・あいロビー」の活動

ヘルマンハープの演奏にチャレンジしよう

「コミュニケーションを育む力」の講座中のワークショップでは、SEIN の宝楽様はじめ他の
受講者とも心をオープンにつながることができ、大盛り上がりで会を終えました。どんな

意見も好意的に受け入れる進行役を中心に、まずは聴き合い、ポイントを絞り、具体的に深め、
実行に移せる様お互いに学び高め合いながら良い物を作っていく。この学びを会議で活かせたら
と思っておりましたところ、理事長が実行されていました。（岡本）

参加
しました !

開催
しました !

＜男女共同参画推進事業 “オアシス” 助成金事業＞

＜in アムゼ広場 平成 25 年 11 月 16 日（土）＞

　澤井幸子氏と「エンジェル」さんによるヘルマンハープ演奏会、および参加者のヘルマンハープ演奏体験会をしま
した。総勢 43名の参加で（参加者 29名、演奏者 7名、スタッフ 4名、学生ボランティア 3名）、様々な世代交流（子
ども 11名、30代 3名、40代 4名、50代 4名、60代 4名、70代 3名）もできました。
　参加者の感想では、「美しい音色で癒された」「楽器体験できて嬉しかった」「大勢で合奏できて楽しかった」「子
どもも楽しんでいた」「また教室を開催して欲しい」との声
をいただき大成功に終わりました。

2013年 10月 19日（土）午前 10:00 ～
と午後 1:00 ～の 2回、和泉シティプラザ

北棟 4階で行いました。ヘルマンハープ演奏、「き
らきら星」、「花は咲く」など 10曲をアンサンブル
「エンジェル」（7名）でお聴きいただきました。
続いて体験会を行い 5歳～70歳代の 29名が参加され、「きら
きら星」「かすみか雲か」「ハッピーバースディ」の曲に挑戦され、
最後に全員でこれらの曲を合奏しました。どなたも達成感とアン
サンブルの楽しさに満足していただけたようです。（澤井）



音結通信第 9号4.

随時会員募集中！ 音結ホームページURL

音結ブログURL
皆様の温かいご協力と応援により成り立って
いる音結です。より良い音楽サポートを展開
していくために、活動を担ってくださる会員
を随時募集しております。

http://www.ongaku2013.wakwak.info/

http://otoyuipower.blog.fc2.com/
Facebook（「音結」で検索）もどうぞよろしく！ 編集：辻

2014 NPO OTOYUIC

　ライフキッズスポーツでは、子ども達の基礎体力づくりと親子運動を通して、親子がふれあい楽しみながら自
然に運動に親しむ機会を作ることを目的としています。
　また、スポーツに積極的に取り組める力を身につけてほしいと願っています。（本田）

音結のメンバーとして、指導に係って 2年。
初めて見学がてら音結の教室にお手伝いに伺った感想が、今でも忘れ

られません。
『なんてゆっくりと穏やかな時間が流れているのだろう』…と。
泉大津市の体育館で 20年ほど体育指導に携わってきたのですが、自らが行う
教室とは全く違った雰囲気…内容で驚きました。

エプロンシアターやペープサート、紙芝居…など、穏やかな空間の中にも守る
べき約束事のお話をしながら集団の中に慣れるよう配慮し、ピアノの音に合わ
せて歌を歌ったり、手具を使って遊んだり…、一人ひとり体調にあわせて体を
動かしていました。

第
泉大津市
3回 ライフキッズスポーツクラブライフキッズスポーツクラブ 平成 25 年 9月 30 日 ～ 11 月 25 日（全 7回）

in テクスピア大阪 1階会議室

共催：公益財団法人ライフスポーツ財団

現在では、教室一時間の中で『動の時間』・『静の時間』をつくり、実施しています。
動の時間では、かけっこや手具を使った遊び・模倣遊びやパラバルーン、運動会
など、親子で遊びながら身体を動かし、静の時間では、紙芝居やエプロンシアター
等休憩をとりながら遊べる内容を行っています。
子ども達も保護者の方も、動の時間には笑いながら元気いっぱい遊び…静の時間
には集中してお話を聞いたりお歌を歌ったりして、教室の時間を楽しんでいただ
いています。

場所の問題や広さの問題など課題はあるものの、引き続き実施していけたら…と
思っています。（高屋敷）

助成金事業の報告
平成 25年度

平成 26年度

平成 26年度事業のお知らせ

◇ 公益財団法人「太陽生命厚生財団」社会福祉助成事業による “楽器購入”

◇ 公益財団法人「ライフスポーツ財団」“ライフキッズスポーツクラブ”

◇ 和泉市社会福祉協議会「地域福祉活動助成金事業」“楽器づくり（バケツ太鼓）と音楽ワーク”

◇ 和泉市男女共同参画推進 “オアシス” 助成金事業 “ヘルマンハープの演奏にチャレンジしよう”

◇ 公益財団法人「損保ジャパン記念財団」NPO基盤強化資金助成事業 “組織と事業強化事業”

◇ 独立行政法人「国立青少年教育振興機構」子どもゆめ基金　申請中

◇ 公益財団法人「ライフスポーツ財団」“ライフキッズスポーツクラブ”

◇ 秋ごろ、「音楽療法入門講座」を実施予定です。ご期待ください！

実施
しました !


