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春

爛漫、美しい花があちらこちらに咲き乱れ

念願であった拠点をつくり、音結の新たな 1 ペ

ています。

ージがスタートします！これからは、もっとも

この度、音結は、障がい児の通所支援事業

っとたくさんの方々と子ども達と共に、音楽で

（発達児童支援、放課後等児童デイサービス）

交流できる活動やイベントを企画・提案してい

“おとゆいキッズ”(和泉市緑ヶ丘 1-9-8)を

きます！！

乞う、ご期待ください。

開設しました！！

（西川照美）

●開

設

日

●サービス時間

月・火・水・土
１１時～１８時

“おとゆいキッズ”は、子どもの能力に応じた音楽療法による療育支援を行っています！
●音楽ムーブメント

●音楽あそび、合奏、合唱、ダンス

感覚の統合を図り、ボディーイメージを身

などのグループ活動を通して、社会性や

につけリズム感を養います。

コミュニケーションスキル を向上させます。

●歌や発声、楽器を用いて

●余暇支援

あそびの中から、言葉を引き出し言葉と意

個別支援として、ピアノ、ドラム、ギター、

味を繋げます。

フルートなどの演奏指導を行います。

おとゆいキッズ
イベントスケジュール

５/２０（土）２時
ちゃっ茶タイム
午後のひととき、抹茶とお菓子を
いただきほっこりしませんか？
（お点前は略式です。）
【小野あづみ プロフィール】
“寄り添い”カウンセラー。
20 年近く対人支援に従事する中
で「人に寄り添い、安心へと導き
たい」という想いを強く抱き、カ
ウンセラー資格を取得。
（公益財団法人関西カウンセリ
ングセンター認定心理カウンセ
ラー）心情は「その方に寄り添い、
敬い、存在で仕える」
。

６/10（土）２時
フルート演奏＆音遊び
リトミック講師ほか、７月から
始まるライフキッズスポーツ
のスタッフでもあります。
貝塚吹奏楽団にも所属。音結の
若手ホープによるフルート
演奏＆音遊びです。

６/２８（水）３時
チェロとギターによる演奏＆音あそび
ギターとチェロ演奏、二人の二重唱もお楽しみ下
さい。演奏予定曲♪大きな古時計、森のくまさん、
クラリネットをこわしちゃった、キラキラ星、ぞう
さん、星に願いを、さんぽ、白鳥など
1.
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“おとゆいキッズ” ご紹介！
音楽療育♪

音楽の力で

感性を磨く！

●桃山学院大学正門から約３００ｍ～『おとゆいキッズ』のかわいい看板が目印です！

●防音レッスン室には、ピアノ・エレクトーン・ドラム・ギターなど他、珍しい楽器もたくさんあります！
●スタッフの声≪楽器が弾けるようになって、地域の中で豊かに生きる力を育みます！
●お部屋の中は季節感いっぱい、心ウキウキするように♡今月は、青葉が弾むハッピーツリー！

春の oneday フェスタ
●日程
平成２９年
３/27 月～４/２日
●会場
音結事業所
（おとゆいキッズ）

期間中、ご参加
下さった皆さま
に、心より御礼申し
上げます。
ありがとうござい
ました。

月

木
月曜から日曜まで、ジェットコースター
のような 1 週間でしたが、1 日、1 日は、
大変中味が濃く、勉強になりました。
お客様から笑顔と喜びの声をたくさん
頂きました。

これからもこのご縁を

大切にしたいと思います。
（
●高齢者施設 デイサービス「ハートフル・サンク」（岡本、石本）
「コスモスの郷」
（石本、中西）
●子育て支援グループ「いぶき野子育てクリスマス会」
（中西、岡本）
●和泉市ボランティアフェスティバル出演（浅埜、辻野、西川、子ども達）
●泉大津市おづフェスタ出演（辻野、石本、高橋）
２．
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音楽トレーナー養成講座 3 級コース
（日本音楽療法学会認定講習会）

日時 : Ｈ29 年 1 月 21 日／2 月 26 日／3 月 26 日
講師 : 日本音楽療法学会認定音楽療法士 西川照美

音

楽療法を学び、より良いサービスを提供したいと児
童デイや高齢者デイで働く方が大勢受講しました。

この講座では、音楽療法について伝えたいことを厳選して、
講義とワークを行いましたが、とても 3 回では伝えきれな
いことを実感しました。
「多感覚について」、木漏れ日の写真を見て、どんな音が聞
こえますか？感じますか？見えますか？トレーナーは自分
の多感覚を研ぎ澄ましながら、音で対象者と出会い、繋が

参加した人の声

っていくことがとても大切です。

・障がいを持つ子ども達へのアプローチ、いっしょにできる音楽活動をもっともっと学びた
いなぁと思いました。また、このような機会があれば参加したいと思います。
・放課後デイサービスでも楽器を使わずにできることがこんなにもあるんだと感心しまし
た。実践していきたいと思います。
・一人ひとりやグループの特徴をまずつかんだ上にプログラムを考えることの大切さが良く
分かりました。

２９年 8 月 26 日

●平成

●開催時間

12:30～15:00

和泉市コミニティーセンター
「３階多目的ホール」

●会場

（後援

和泉市教育委員会）

夢コンサートは、音楽でみんな繋がる
「みんなともだち」がテーマの発表会です♪

こ

のたび夢コンサートの実行委員長を拝命し
ました田村直樹と申します。

音楽を通じて人と人が出会い、笑い、歌い、踊る。
なんと素敵な時間なのでしょう。
今年は、全員が参加できるステージとしてオープ
ニングとフィナーレを企画しています。
最後は涙があふれるかもしれません。
そんな感動のステージができますよう力をつく
したいと思います。
みなさまのご支援よろしくお願い申し上げます。
実行委員長 田村直樹

今年で、４回目の夢コンサートスタート！
参加団体の公募始まっています。
今年は、参加団体も参画をして、共に、
夢のあるコンサートを創っていきます！
皆さま、応援よろしくお願いします。
ちょいず！＜和泉市民が選ぶ市民活動支援事業＞
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。
♡ありがとうございました。
３．
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子育て支援事業

★日程
★時間
★場所
★対象

公益財団法人ライフ・キッズスポーツ

平成 29 年 7/24～８/28（各月曜日）
10:30～11:30
和泉市コミュニティ体育館
就学前までの幼児（２歳から）

今

参加者募集中！

年の夏もやります！！！
ライフキッズスポーツ！

今年は、昨年に加えて内容も開催場所もパワー
アップ。昨年度、人気だった新聞紙やビニール
袋など家にある物を使って親子で身体を動か
したり、トランポリンやパラバルーンなど、遊
具を使用して参加しみんなで汗を流したり・・・
楽しい事がいっぱいです。
音結主催のライフキッズスポーツでは、スポ
ーツに音楽をプラスして、お子様の心と体を健
やかに育みます。
音楽に合わせて身体を動かすことで、
自然な動きが生まれ無理なくスポーツを楽し
むことができるでしょう。
今年度はどんなお友達に会えるのかスタッフ
一同楽しみにしています！

今

年、日本音楽療法学会のメーリングを見
ていて、音結さんのことを知りました。

今

（中西）

まで自宅の教室と、児童ディ、高齢者デ
ィで一人で音楽療法をやってきましが、

今までの活動を越えて、さらに経験を積んでみ

もっと、いろいろな方々と御一緒に研鑽させて

たかった私としては、すごく興味を持ち、入会

いただきたいと思い入会しました。

させていただきました。
４月からですが、セッションをいく
つか経験させて頂いて、今まで活動し
ていた場所や相方さんが変わって、

新会員
の紹介

四月のセッションを振り返ってみると、
児童の皆さんも成人の方々も皆さん、目
を輝かせて音楽を楽しんでおられ、とて
も良い雰囲気です。

新鮮さと緊張感を楽しませていただいていま

まだまだ手探り状態ですが、クライアント一人

す。遠方からの参加となりますが、みなさまに

ひとりの可能性を引き出し、音楽でみんなが一

教えていただきながら、音結の活動、セッショ

つになれるようなセッションができたらいい

ンなど、いろいろなことにチャレンジしてみた

なと思っています。

いと思っています。

どうぞよろしくお願い致します。

どうぞ宜しくお願いいたします。

（皆田）

（鷲山）

児童発達支援・児童デイサービススタッフ募集！
音楽療法士、保育士、社会福祉士、児童指導員、
または児童発達管理責任者を募集しています。

■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

４．

otoyuih21@yahoo.co.jp
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