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す

っかり秋めいて紅葉が美しい季節となり

裏方で支えてくれた会員やボランティアの協力

ました。

も素晴らしく、感動と感謝に尽きるコンサート

音結は、様々な行事が終了し、ホッと一息ついて、

でした。

また日々の活動に戻っている今日この頃です。

皆さん、本当にありがとうございました。

連日の真夏日が続いた今年の夏、音結のビッグ・

観に来てくださった方から、「舞台と客席が

イベント！

一体となった本当に楽しいコンサートでした」

「第 2 回子ども夢コンサート」
（ヤマハ音楽支

と沢山の感想をいただいております。

援制度地域音楽活動支援対象コンサート）は、

半面、不手際や反省すべきことも沢山あり、

出演団体（11 団体）の演奏に、会場から惜しみ

この教訓を生かして、より一層充実したものを

ない手拍子や拍手に包まれた熱気あふれるもの

創っていきたいと考えております！

でした。

乞うご期待ください。

そして、音結有志メンバーの演奏とダンスでフィナ

（西川照美）

ナーレを迎え会場と舞台が一体となりました。

第 2 回子ども夢コンサート・2015/8/29

ご寄附をいただいた企業（順不同） 有
CONFIDENCE コンフィデンス株式会社
グレイスピアノサービス
(株)本家さぬきやグループ
FloristＴＡＫＡＨＡＳＨＩ

難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(株)ヤマハミュージックリテイリング 堺店
1.
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みんなともだち
る児童デイのセッションでキーボードを弾いて
いると熱線を感じます。

色々な種が根をはってる
すくすくと芽を出していく

元をたどってみると毛布の上に男の子が横になって

そして色とりどりの花を咲かせ
香りいっぱい満ちてくる

います。座ること、しゃべることはできません。
熱っぽく手は湿っています。
不謹慎と言われるかもしれませんが、シンプルに感動
しました。

こんにちは

彼が思うだけで人を振り向かせるパワー。
彼の内側には私の思いの及ばないとても豊かな世界が

色々な花が話し合ってる

広がっているのだなと。

あなたにも聞こえるかしら
風に吹かれて心はずむ
香りいっぱい満ちてくる

かけがえのない一人一人が互いに理解しようと努めたら
この世界はもっと彩り豊かなものになる。
この思いを花に託して曲にしたのが『みんな友達』
第１回、2 回の夢コンサートのテーマソングです。

作詞・作曲／岡本百合子

音結のメンバーみんなで曲にしました。

私達の決意でもあります。

（岡本 ）

音楽療法の紹介
阪南市立たんぽぽ園
就学前までの発達が気がかりな子どもたちの通所
支援施設です。
グループセッション（４〜７人）で時間は各４０分
月２回の頻度です。
通園間もないお子さんは、セッション中でも「ママ

音積み木

ママ」と泣きながら母親を求める姿に、こちらも切
なくなることがあります。
しかし、パネルシアターの絵や効果音に惹きつけら

「ママ」を呼ぶ声もなくなり、笑顔さえ見え始め

れたり、音積み木やベルの音色・操作法に興味をそ

た時は、そのお子さんが自分のお気に入りが見つ

そられるなどし、やがて活動に引き込まれていくお

かり、力を発揮し始めたと嬉しくなります。

子さんの様子がよく伺えます。

幼児期のお子さんには、
「見て、聞いて、触って」
と色々なアプローチが必要で、主セラの毎回の手
抜きのない手作り教材の提供もセッションに欠
かせないものになっています。
子どもに向き合う熱い思いを持ち続けること、大
事ですね。
（伴奏担当

カラスの勘三郎

２．

辻 ）
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障がい児・者と高齢者を中心
にして、すべての人が音楽を

6 月 20 日～7 月 25 日（6 回シリーズ）
公益財団法人ライフ・スポーツ財団助成金事業

楽しめる社会の実現をめざし
て活動しています。

幼少児の基礎体力づくりと、親子体操を通して親子ふれあいや
運動に親しむ機会を作ることを目的に実施しました。

in 泉大津勤労青少年ホーム

9 月 12 日＆9 月 26 日(2 回シリーズ)
講習会事業

音楽療法入門セミナー

in

貝塚市 Peach

House

音楽教室

「音楽療法ってなぁ～に？」日本音楽療法学会認定講習会
「音楽療法ってなぁ～に？」のタイトル通り、
音楽療法の概念の話、実際のセッションのビデオ
映像や事例の紹介、簡単な伴奏法や即興演奏の実演。
音つけ紙芝居で絵と音楽による鑑賞、参加型の音
楽ワークを体験していただきました。
6 時間におよぶ話とワークを通して、音楽療法の
概要をわかっていただけたでしょうか？
（西川）

実

際に患者さんや利用者さんに行われる

ワークを体験できてとても勉強になりました。初
対面の方ばかりでもワークをしていると自然と笑
顔になるので音楽ってすごいなぁと思いました。
みなさんの体験談もお聞き出来て良かったで
す。充実した時間をありがとうございました。
第 2 弾も楽しみにしております。

（Ｋ）

私

もセッションをさせていただきながら内容が

息づまったり、これでいいのかと不安になったりし
ています。このような会があれば大変うれしいです。
また今日のことをやらせて頂きます。

保

（N）

高

齢者のためのワーク、参考になりました。

色々な楽器を使ったり、音楽に合わせてスカーフを
丸めたのを回したりするのは楽しかったです。
トーンチャイムは音の響きがきれいなので癒さ

育士をしていますが、絵本に音づけしたり、

リトミックやあそびは使えそうなものが沢山あり
勉強になりました。

れました。伴奏の「ドソラソ」は参考になりました。
色いろありがとうございました。

（Ｎ）

（Ｔ）
３．
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和泉市立人権文化センター

人権啓発研修事業
高齢者と精神障がい者の心理と病理 2 回シリーズ
11 月 29(日)

１2 月 20(日)

午後 1３時～１６時

午後 1３時～１６時

■内容

■内容

・高齢者の心や身体についての講演

・精神障がいについての講演

・音楽を使った認知症予防や

・当事者による体験談と紙芝居

リハビリの体験ワーク

（特定非営利活動法人ハートネットあすぱら）

・成年後見人制度について（包括支援センターより）
------------------------------人はだれでもいつかは高齢者になります。
最後まで元気で自分らしく生活したいと願って
いますが医療や介護にかかることが多くなるかも
しれません。いつまでも元気でいるためには、ど
のようなことを考えればいいのでしょうか？
そのためにも高齢者の心身の状態について理解
を深めることが大切です。「老いても自分らしく
生活できる社会」を実現するために、リハビリテ
ーションを通して高齢者と向き合っている講師の
話と、音楽による認知症予防につながるリハビリ
についての体験をしてみましょう。
な

す

■講師 那須

------------------------------現代社会は大変なストレス社会です。
私たちが心の健康を保つためには、ストレスと
どのように向き合い暮らしていくことが大切な
のでしょうか、講師から、精神障がいについての
話のほか、音楽と心の健康についても学びたいと
思います。
また、当事者による紙芝居と体験談を聞き、
最後に、心のストレッチとして音楽療法も一緒に
体験してみましょう！
すずきあきこ

■講師

鈴木暁子 先生

日本音楽療法学会認定
講習会（受講証によりポイントもらえます）
無料ですので、是非、ご参加ください。

たかゆき

貴之先生

□場 所

人権文化センター

□申し込

1１月９日（月）より

人権文化センター

・音楽療法体験

大会議室

□定 員

５０名

□参加費

無料

TEL 0725-44-0030

音結の主旨に賛同してくださる 会員を随時募集中！
♪音楽療法士・療法士補募集しています。
♪ダンス・リトミック講師募集しています。
♪イベント出演メンバー募集しています。

４．

■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!
■Email otoyuih21@yahoo.co.jp
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