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１０月２６日（木）人権研修事業

おとゆいキッズを４月に開設し、週４日、

認知症につ

いて、和泉中央病院の生谷先生の講演、和泉市の

元気いっぱいの子どもたちと充実した時間を過

認知症の方々への支援の取り組み紹介、音結メ

ごしています。

ンバーによる認知症予防の音楽ワークを実施し

一人ひとりの子どもたちと向き合いながら進め

ます。

る音楽療育、グループでの音楽あそびを通して

１１月１９日（日）障がいのある人の「就労」

コミュニケーションスキルや人との交流の楽し

について、岡山商科大学准教授

さを養うなど、充実した内容の音楽プログラム

の講演、大阪いずみ市民生活協同組合の就労の

を提供しています。

取り組みについて紹介、当時者である田﨑さん

また、その間、夢コンサート、ライフ・キッズス

と田村先生による音楽演奏があります。

ポーツの開催、出張音楽療法も行っており、１０

是非、お越しください。

月からは人権研修事業の講演会も始まります。

田村直樹先生

（西川 照美）

和泉市立人権文化センター平成２9 年度

人権啓発研修事業

２回シリーズ
障がいのある人の

講演と和泉市の地域支援の取り組み紹介

就労について
11/19（日曜） 14:00～16:00

認知症について
～認知症予防のための音楽ワーク体験～

10/26（木曜） 13:30～15:30

和泉シティプラザ（地下 1 階 多目的室）

ゆう・ゆうプラザ(和泉市立人権文化センター)
1 階大会議室

■ 講演「発達障がい者の就労について」
田村 直樹 氏

■ 講 演

認知症の理解
和泉中央病院 院長 生谷 昌弘先生
■ 家族支援について和泉市の取り組みの紹介
光明荘 包括支援センター
■ 認知症予防のための音楽ワ－ク
鷲山和貴子さん
(京都国際音楽療法センター音楽療法指導員/音結会員)

□参加費
□申 込

（岡山商科大学准教授,同志社大学,近畿大学他非常勤講師）

■ 講演「障がい者雇用の現状について」
大阪いずみ市民生活協同組合 森 晃さん
■ ピアノとクラリネットの演奏
Pia 田﨑雄也さん ショパン「幻想即興曲」
Cra 田村直樹さん
デュオ「上を向いて歩こう」

無料
□ 定 員 ５０名
ゆう・ゆうプラザ(和泉市立人権文化センター)
TEL 0725-44-0030
＊10/26 認知症について 9/25 受付開始
＊11/19 就労について
10/16 受付開始
1.
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夢コンサート

＜和泉市コミュニティセンター/多目的ホール＞

第

４回夢コンサートが無事開催されました。
みなさまのご協力で大成功だったと思い

ます。ありがとうございました。
今回はじめて参加させていただきました。出場者

地域の皆様にももっと知ってもらいたい、他の
地域の皆様にも参考にしてもらえるものにした
い。そういった希望が実感できる機会でありまし
た。

の皆様の熱心な演奏、ダンスに感動しました。
一生懸命にされる姿には胸を打たれました、目頭
が熱くなりました。

スタッフの皆様のお一人おひとりの力があって
成功したコンサートです。
あわせて感謝いたします。

私は実行委員長という立場で全体を拝見させて
いただけました。

来年もぜひ素敵なコンサートが開催できることを
願っていおります。

その経験を生かして、今後もいっそう充実したコ

（夢コンサート実行委員長

田村 直樹）

ンサートにしていけたらと思います。

ありがとうございました！
・ちょいず
（和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業）

・ひまわり募金にご協力くださった皆さま
・BS 桃山学院大学学生放送局の皆さま
音響・照明、心強いサポートに、感謝です。
心強いサポート、ありがとうございました。

ご寄附をいただいた企業(順不同)
・(株)本家さぬきやグループさま
・FloristＴＡＫＡＨＡＳＨＩさま
・コープ和泉中央さま
・CONFIDENCE コンフィデンス株式会社さま
・KOSHIMO 古下管理事業さま
２．
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こ
出張音楽療法の
紹介

んにちは！音楽の時間で～す！
今日は放課後ディサービスでのセッシ

ョンの日。軽自動車の中は大小様々な楽器でい
っぱい。みんな、元気かな？楽しんでもらえる
かな？頭の中はプログラムでいっぱい。ドキド

キわくわくの出発です。
テーマは秋。曲は「虫の声」。歌詞に出てくる五

３

月に音結に加入させて頂いてから、早半

種類の虫の声を、ベル、鈴、ギロ、柴山カタカ

年が過ぎました。

タ、ラチェット等の小物楽器を使って表現して

何カ所か出張音楽療法に寄せて頂いています。

もらいます。

十人ほどの利用者さんから、二十人以上参加さ

おもしろい楽器の音色、形、色、鳴らした時の

れる所、人数や年齢はそれぞれです。

振動など、視・聴・触、三つの感覚を刺激して

もちろん、おひとりおひとりの好みの曲や参加

イメージを膨らませ、親しみやすいメロディー

の仕方が違ってきます。

とも相まって、みんな目を輝かせて演奏してく

全体で音楽を楽しむことも大事だと思うので

れました。みんなが音楽で一つになる。そんな

すが、おひとりおひとりに参加して頂き、楽し

瞬間をピアニストの先生と一緒に楽しみに、毎

めるような、そんなセッションを心に留めなが

回通わせて頂いています。これからも、もっと

ら、時間を提供したいと思っています。

魅力のあるセッションになるよう工夫を重ね

（鷲山）

ていきたいと思っております。
（皆田）

公益財団法人

ライフ・キッズ
スポーツクラブ

７

おとゆい
キッズ
リトミック

月 24 日、今年もライフキッズスポーツクラブ
が、始まりました。昨年度から楽しみにしてく

ださっていたリピーターの方を含め 25 組の親子さん

７

月 31 日、音結キッズで初めてリトミック

たちの参加でスタートしました。

レッスンをさせて頂きました。

トップリーダーの明るい声とキーボードの音楽が広

午前中は、ライフキッズがあり、朝からリトミ

い体育館に響きます。今年は運動量を多くしようと考

ック漬けの日でした。

えていたプログラムですが、暑さで始まる前から皆さ

音結キッズでは、どんなお友達にあえるのかと

ん汗だくで熱中症が心配されクーラー無しでも楽し

ドキドキ♡みんな楽しんでくれるか不安と期待

めるメニューを取り入れました。

で胸いっぱいでしたが、そんな事はどこ吹く風。

親子で楽しめるダンスしながらのゲーム。紙コップを

みんな会うなり元気にご挨拶してくれました。

積み上げるピラミッド競技。トランポリン、パンチバ

歌や楽器遊びなど色んなリトミック活動をし

ックや体育館の備品をお借りしてのサーキット活動

ました。異年齢でしたが、最後はみんなでハメ

はやはり大人気。汗をかきながら走ったり蹴ったり跳

ハメハ大王を踊って、とても楽しいレッスンと

んだりくぐったり。お母さんと活動するたくさんの笑

なりました。

（中西）

顔を見せてくれました。（辻野）
３．
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初

初

めまして。
９月より会員に加わりま

めまして。おとゆいキッズ
のメンバーに仲間入りさ

した、伊吹幸音です。

せてただきました、

ジャズピアニストとして活動

小野あづみと申します。

新会員
ご紹介

する傍ら、教育関係、福祉関
係の仕事を経て音楽療法を
勉強し、音結で活動をさせて
いただくことになりました。

代表の西川さんとはたいへ
ん長いお付き合いをさせて
いただいております。
私はこれまで障がい者の方、

自分にできる事を精一杯に活かして

また児童と関わる仕事に従事

頑張ります。よろしくお願いします。

してきました。
これまでのスキルを生かして、楽しく、元気

（伊吹）

に、みなさんと音結を盛り上げて行きたい

縁

と思っています。どうぞよろしくお願いい

あって 8 月からＹくんと音楽をする時

たします。

間を持つことになりました。

私は普段のデイサービスにもおりますが、

テンポのいい速いリズムの音楽が聴こえてき

第３土曜日の”ちゃっ茶タイム“を担当し

たり、音楽に合わせて両手をぶらぶら～と揺

ております。みんなと作法や行儀を習って、

らしたりすると、笑顔になるＹくんです。

おいしいお菓子とお茶をいただきます。

歌も好きです。

どなたでもどうぞお越しくださいね。

「♪すうじの１はなーに？こうばのえんとつ

（小野）

～」と歌い「もう一回？」と訊くと、人差し
指を立ててもう一回歌ってほしいことを伝え
てくれるのでまた最初から歌う、こんなこと
が何回でも続きます。

これから、音楽を通してＹくんとどんな世界
が広がっていくのかを想像すると、とても楽
しみです。
（硲）

児童発達支援・児童デイサービススタッフ募集しています！
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
（月・水・金・土営業の週 4 日常勤かパート）
■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
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