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1.               音結通信第 13号 

楽と脳の関係、音楽の効果について等

のお話ししたあとに、シナプソロジー 

体操と、音楽による認知症予防ワークを行い

ます。 

施設職員のかた、音楽療法に興味関心のあ

る方、60歳以上で音楽を楽しみたいと思われ

る方などなど、どなたでもご参加できます。 

 

音 プログラム内容 
〇音楽と脳の関係について    

〇シナプソロジー体操 

＊珍しい楽器体験、合奏、歌、リズム体操 

などなど、楽しくワーク！盛りだくさん！！ 

＊日本音楽療法学会認定講習会申請中 

（受講者にポイントがもらえます） 

 

 

本地震では、甚大なる被害を及ぼ

しました。 

現地の方々のことを思いながら、私たち

は、日々の暮らしに感謝して誠意をもって各

事業を行っていきます。 

7月からライフ・キッズスポーツ教室、8月

「夢コンサート」と、第 2 弾 音楽療法セミ

ナー「音楽で楽しく認知症予防！」など、未

就園児から高齢者まで、楽しみながら健康に

配慮した内容となっています。 

ご参加をお待ちしています。 

 

さて、今年 1月、厚生労働省は、 

65歳以上の高齢者のうち、5人に 

一人が認知症に罹患する計算となると 

発表しています。 

高齢者がいつまでも元気でいられ 

るように、音楽で健康社会を創って 

いきましょう！  （西川 照美） 

 

オシャレなサロンで心身ともに、リラックス 

◆日時 第 1回 平成２８年８月２１日（日）１４：00～１７：00 

     第 2 回     ９月２２日（木）  同上      

◆会場 Peach House ＜音楽サロン＞ 

 https://www.facebook.com/peachhouse80 

    貝塚市福田８０ Tel 072-422-4925 

（南海本線貝塚駅・東出口徒歩６分／駐車場有 15 台） 

            

 

NO.2 音楽療法セミナー  

音楽で楽しく認知症予防！ 
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泉市立人権センター平成 27 年度人権啓発

研修事業、公募型プロポーザルコンペ方式へのプ

レゼンテーションへ５月に理事長の代理で音結の

本田、渡邊二人で出向き、後日採択して頂けた旨

聞いた時にはホット致しました。 

これを受け「高齢者の心理と病理」を講師に那

須貴之先生をお迎えし講演会が実施され、那須先

生の具体的なお話とビデオ、リズムワークに笑顔

と共に楽器を叩く姿、参加型音楽活動、リズム体

操、いずれも熱心に参加して頂いた皆様には概ね

この度の講演のご理解、実践を通し何かを得て頂

けた一時であったものと思われました。 （渡邊） 

和 鈴 木先生は柔らかく、分かりやすい言葉で

「精神障がい者」についての講演をされました。 

「精神障がい者」という言葉からは、マイナスの

イメージを受ける方も多いと思いますが、現代の

ストレス社会では、何か少しのきっかけで誰にで

もなりうるものなのだということが、鈴木先生の

お話と当事者による体験談と紙芝居などからよ

く分かりました。 

鈴木先生と音結会員によるクリスマス音楽の

演奏や、「365日の紙飛行機」の演奏の後で飛ばし

た紙飛行機が、会場の雰囲気を和やかなものにし

ていました。           （安達） 

  

づぷらざでは、日頃から印刷等の作業会場とし

てお世話になっています。 

おづぷらざフェスタに参加して他の団体の方々と

も交流が出来、又様々な活動がある事に驚きました。 

音結の出番は 19日の 3時からでした。 

当日は午後 2時過ぎまで仕事が入っているメンバー

がいたり午後 4時過ぎから又仕事に行くメンバーがい

たりでバタバタの一日でした。本番は思わぬアクシデ

ントがあったりしましたが、CRUSH のお二人に助けら

れたリ、会場の皆さんに参加して頂いて、楽しくステ

ージ発表出来ました。次回は今回の失敗を活かして、

チャレンジ出来たらと思います。 

当日一緒に歌って盛り上げて下さった皆さん、

CRUSH のお二人、フェスタの関係者の方々、ありがと

うございました。         （石本） 

11/29 
12/20 

おづぷらざ 

フェエスタに 

参加して～ ３/19～3/23 

H.27 
H.27 

H.28 

高齢者と精神障がい者の心理と病理 2 回シリーズ 
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著作者: 3lian.com 

 

 

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 

ボランティア募集 ★音響ができる方★音楽が好きな方★司会ができる方★ダンスが得意な方 

夢を支えて下さるサポート隊!! 興味のある方は、是非とも音結まで!!  

夢コンサート 
平成2８年８月６日(土) 

楽器演奏♪ 

歌やダンスの 

楽しい発表会 

第３回 

トミックとは、音楽の力を借りて子どもたちの 

心と身体を健やかに育てようとする音楽教育。 

 私はリトミックを学び、そして子ども達に伝える機会に恵まれ、

本当に日々ホノボノ幸せを感じております。 

参加してくださる子ども達は、最初は、何が始まるのだろうとソ

ワソワしていますが、いざ始まってみると、ママも子ども達もい

つも笑顔で大笑い！！これが私のご褒美となっております。 

４．５．６月と開催三カ月続けての幼児リトミック。季節の歌や

楽器遊び、即時反応を中心にレッスンしています。 

 ８月に開催予定のライフ・キッズスポーツでも、リトミックの

特性を活かし、音楽を感じてスポーツを楽しむプログラムです。 

是非、お友だちを誘って、お越しください。 （中西） 

今年、初めて「ちょいず」に、『夢コンサート♪』 で、エントリーしました。 

コンサート費用の申請金額には、少し達しませんでしたが、９６,１１８円 獲得できました。 

こんなに、多くの皆さんに、応援して頂いて、感謝の気持ちでいっぱいです。 

投票下さった和泉市民の皆さま、並び、お声かけ下さった皆さまに、心よりお礼申し上げます。 

皆さまから貰った真心を、夢コンサートでお返しできるように、頑張ります！ 

    ♡♡♡♡♡ ありがとうございました。♡♡♡♡♡  （高橋） 

 

 

 

後援 和泉市教育委員会 
 

ちょいず！＜和泉市民が選ぶ市民活動支援事業＞ 

♪親子であそぼう♪リトミック ●４/１８・５/１６・６/１３ 

●和泉シティプラザ 5階運動室 
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  在リトミックを少し勉強し

ていて実際にリトミックをやっ

てみたいなと思っていたところ

音結のホームページを見つけま

した。学生の頃から音楽療法に

も興味があり実際にセッション

で関われることをとても嬉しく

思います。セッションのサポー

トをしながら学んでいきたいと

思っています。  （濱崎） 

  年の夏に偶然見つけた音

楽療法のセミナー。とてもホノ

ボノと楽しい雰囲気で迷わず、 

音結の会員になりました。 

普段は、幼稚園や保育園など

で、リトミックとピアノを教え

ています。 

 健常児しか指導経験がなかっ

たのですが、音結からの紹介で

発達障害児の通園施設でリトミ

ックレッスンをさせて頂いてお

ります。本当に毎回学び多き事

だらけで大変ですが、与えられ

た機会を大切に子供達と音楽を

楽しみたいと思います。（中西） 

 

は、今年度も音結のメン

バーとして活動をさせて頂きま

す「浅埜由美子」です。 

3月 31日付で小学校を退職いた

しました。 

今までは、仕事がありました

のでお手伝いしかできませんで

した。これからは、最後の五年

間支援学級担任をして、児童と

向き合い学んだことを音結の活

動でも生かしていきたいと思い

ます。とても嬉しくワクワクし

ています。 

よろしくお願い致します。♫～ 

（浅埜） 

新入会員

ご紹介 

楽療法では、対象者の方（以下、CL）の課題

の解決や目標達成に向けて、「このようにアプロ

ーチすれば、このような結果が得られるだろう」

という予測を立てて、プログラムを作成し、セッ

ッションに臨みます。 

ほぼ予測通りの効果を出せる時もあります

が、予測しない CLの反応も多々あります。その

時に、その反応を瞬時に感じ取り、最適な対応や

発展させる力がセラピストには必要です。同時

に、その反応を上手く捉えることができると、CL

の内に秘めた能力を引き出してあげることがで

きます。 

勉強会では、そのような力をつけるべく、皆で

知恵を出し合っています。一つでも多くの知恵

や経験が大きな力となるでしょう！ （辻） 

児の基礎体力づくりと親子体操を通して、親子

のふれあいや運動に親しむ機会を作ることを目的

としたクラブです。開始に先立ち、メンバーで研修

（1/30）を受けに行きました！講義では、子どもの

発達や指導上の留意点を学び、 

① 運動で失敗をした時、次回のアドバイスがやる

気のある子を育てる 

② 遊びに専念する機会・時間の保証が運動能力を

育てる 

③ 小学高学年（スピード力）、中学生（持久力）、

高校生（筋力）がトレーニングに適した時期 

④ 立つ・座る・歩く・走る・跳ぶ・転がる・渡る・

登る・ボール遊び等、コントロール体力を伸ば

す活動がよい 

講義の後、実際に動いてたくさんのプログラムメ

ニューを楽しみました。 

親子のふれあいで心身ともにリラックスし、成長や

可能性を感じていただけたらと思います。（辻野） 

 

キッズスポーツクラブ始まる！ 
---共催：公益財団法人ライフスポーツ財団--- 

◇場所：和泉シティプラザ５階運動室 

５回シリーズ 7/25・8/1・8/8・8/22・8/29  

幼 

勉強会 

音結の主旨に賛同してくださる 会員を随時 

募集中！興味ある方は、是非メール下さい。 

■Email  otoyuih21@yahoo.co.jp 

 

 

♪月一回 音楽療法 

mailto:otoyuih21@yahoo.co.jp
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