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音の風とは？ 
 

What’s  OTONOKAZE？ 

「特定非営利活動法人音の風」は， 

地域に暮らす人々とともに音楽を分かち合うものの育成と派遣を行い， 

音楽を通して心の交流の機会を創出します。 

社会福祉へ貢献するとともに，音楽文化の向上につなげます。 
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2017 年度事業及び組織体制 

事業実施体制 

音の風ミュージックサロン  

①ポピュラーコーラス   ②ゴスペルコーラス 

③中高年のための歌声教室 ④中高年のためのピアノサロン 

岡崎いきいき市民活動センター指定管理業務(7年目) 

①市民活動活性化事業 

 大学・学生連携事業「岡崎ガーデン倶楽部Ⅲ」 

 高齢者交流事業「歌声クラブ」 

 地域交流・連携事業「岡崎いきセン紹介月間」，「岡崎わいわい文化祭」他 

 文化芸術交流・連携事業「楽譜・レコード図書館Ⅶ・Ⅷ」 

 「アートパフォーマンス in OKAZAKI」 

 市民活動支援事業「市民活動育成事業 チラシレイアウト講座」他 

②施設管理業務 貸館利用 

事務局体制の強化 情報発信・寄付集め体制検討・業務の簡素化 

会員交流   みゅ～ふぇす（会員の主体的な提案に基づき交流会を開催する） 

新 拠 点  新拠点設立について検討 

楽譜販売 「音楽ボランティアのための楽譜集(高齢者編)」の販売 

    

スマイルミュージックフェスティバル事業 

①地域に飛び出せプロジェクト ②福祉教育と笑顔の絵 

③第11回スマイルミュージックフェスティバル 

 

アーティスト派遣事業 → ①定期活動  ②単発活動 

音楽ボランティア派遣事業 → ①定期活動  ②単発活動 

その他 

 事 業 

 委託事業 

【役  員】 

代 表 理 事  西 野 桂 子 

副代表理事  藤 田 道 夫 

理 事  岡 本 芳 孝 

        米谷亜由美 

        滋 野 浩 毅 

        木 下 裕 史 

監    事  柴 田 泰    

 理事会 【事務局】 

 西 野 桂 子 

 藤 野 正 弘 

 米谷亜由美 

前 滝 康 彦 

 【ＯＳＦ】 

 菊地美紀子 

 小 川 和 寧 

 小 野 貴 志 

 井 上 茂 樹 

 大 垣 広 晃 

 平 井 寛 爾 

 森 亜 紀 

 吉 村 裕 子 

【岡崎いきいき市民活動センター】  

 センター長  西 野 桂 子 

 職 員  曽 和 泉  

        福 原 汐 美 

 ●非常勤職員 

藤 野 正 弘 長 尾 操  

前 滝 康 彦 尾藤三希子  

今 林 幸 子   岡田美智子       

伊 藤 康 治 

 

※OSF：音の風サポートスタッフ 
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文化芸術は人と社会にとってかけがえのないもの。だから 

 NPO法人音の風は，今年設立15周年を迎えます。その間，様々な活動を通じて，音楽と福祉を結ぶNPOとし

て知られるようになりました。また，2011 年からは，京都市岡崎いきいき市民活動センター（岡崎いきセン）

の指定管理者にも選ばれたことで，地域との繋がりも強化され，現在に至っています。 

 そして今年，音の風の新たな拠点が，左京区岡崎の地にオープンします。音の風は設立から 15 年を経て，次

のステージへと進む段階に来ていると言えます。 

 私たちはなぜ，これまで音楽を通して「社会福祉への貢献」と，「社会貢献活動の推進に尽力できる環境づく

り」というミッションを掲げてきたのでしょうか。それは，文化芸術はあらゆる人に，そして社会にとってかけ

がえのないものだからで，音楽という芸術活動は，社会にとっても意義があるからです。 

 音の風設立時，文化芸術に関する国の法律は「文化芸術振興基本法」でした。この法律が2017年に改正され，

「文化芸術基本法」となりました。「文化芸術基本法」では，文化芸術そのものの振興に加え，観光・まちづく

り・国際交流・福祉・教育・産業等文化芸術に関連する分野の施策についても新たに法律の範囲に取り込むとと

もに，文化芸術により生み出される様々な価値を，文化芸術の更なる継承，発展及び創造につなげていくことの

重要性を明らかにしています。また，関係者相互が連携や協働することを求めています。そして，音の風に最も

関連する条文として，同法第二十二条において， 

 

国は，高齢者，障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため，これらの者の行う創造的活動，公演等への支援，これ

らの者の文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

と，その支援対象がより明確に打ち出されることになりました。 

 もっとも，法律が変わったことで，たちまち地域と福祉と音楽を取り巻く環境が変わるわけではありませんし，

地域の主体が取り組みのけん引役であることは今後も変わりありません。しかし，私たちのこれまでの15年間

の活動は，時代を先取りしたものであったことは間違いないのではないでしょうか。 

次の 10 年，15 年を見据え，来るべき時代において，私たちは何をすべきかを考え，他主体とも協働しなが

ら行動に移し，それによってミッションを達成していくことが，NPOとしての責務ではないかと思います。そう

いった意味で，岡崎いきセンから，そして新たな拠点から音の風の活動が地域に広がり，あらゆる人たちが音楽

を鑑賞，創造，またそこに参加できる環境を作る一助になれば，と願っています。（ Report：理事・滋野浩毅） 

 

 

 

 

 

 

音の風設立 15 周年―次のステージへー 
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2017 年度のトピック 

  

音の風の安定的な運営を目指し収益事業を強化 

 ―space ＯＮＺＯ
オ ン ゾ

(音蔵)開設準備― 

  

  音の風では設立当初より，地域における音楽活動の推進を図るべ

く，活動拠点の確保を目指してきました。拠点確保の目的は主に2

点あります。1点目は，音の風としての安定的な運営を目指し事業

収入を確保すること，2点目は，地域の人々に身近に音楽を楽しめ

る場を提供することです。物件探しでは，京都市の空家活用事業や不動産業者に情報提供を依頼しながら進めて

きましたが，条件が合致するものがなく難航しておりました。ようやく秋ごろ，京都市左京区岡崎に賃貸物件が

候補にあがり，理事会で検討を始めました。この物件について，建物の機能面や近隣の環境，収益事業展開の可

能性の検討などを経て正式に決定，2017 年 11 月から入居することになり

ました。        

  4月の開所に向け，改装や備品の調達を進めるなかで，とてもタイムリー

にグランドピアノの寄贈の話をいただき，大変ありがたくご寄贈を受けるこ

ととなりました。現在 1 階に設置しています。音の風のみなさんはじめ，

ONZOを利用する方々にもぜひ活用してもらいたいと思います。待望の拠点。

新年度から space ONZOでの広がりのある音楽活動に期待したいと思います。 

 

 第11回スマイルミュージックフェスティバル 

  －会員みんなで作る！スマイルミュージックフェスティバル－ 
 

2016 年度に節目となる第 10 回を終えたところで，今後，区役所の会場使用が難しいという話が持ち上がり

ました。会場の収容人数の問題で，現在の状況では安全が確保できないということなどが理由です。大きな課題

を抱えたまま2017年度がスタートしたわけですが，新しい会場探しをするにも，助成金を確保するにも，何を

するにも人員が必要です。事務局の人員が減っている中で，どう乗り越えるかを理事会でも幾度となく話し合い

ました。結果，まずは予算の面，開催規模の面から見直し，全体の事業規模を縮小することを提案しました。来

場者数の調整のために，笑顔の絵の募集枚数を制限したり，助成金申請を今までの 2 ヶ所から 1 ヶ所にして，

事務作業の軽減にも努めました。 

 こうした中，スマイルミーティングが復活し，スマイルの実施に向けて活発な話し合いが行われました。会員

自ら主体的に運営に関わり，役割分担しながら，「みんなで作るスマイル」の実現を目指します。また，ミーテ 

ィング会場は，出演チームである施設で行うなど，広がりが生まれています。更に今年度は，実行委員会に出演

団体の皆さんが出席し，出演者の視点からさまざまな意見をいただきました。まだまだ課題はありますが，2017

年度は，今後の継続的なスマイルの開催に向けて「みんなで作るスマイル」の一歩を踏み出すことができたので

はないでしょうか。                                （ Report：西野桂子） 

1階玄関 

寄贈されたグランドピアノ 



 

6 

事業報告 1-1 

音楽ボランティア派遣事業：単発活動 

音楽ボランティア派遣事業：定期活動 

 

  今月も元気でお会いできてうれしいです。 

        また来月もかわらずお元気で。 
 

 音楽ボランティア派遣事業では，音楽による余暇活動の支援を行っています。

1施設につき2名～5名がグループを組み，進行者，伴奏者，楽器配布や歌詞の

準備をする者，利用者さんのサポートをする者など，役割分担をして，約45分

～60分のプログラムを進めます。 

 音の風設立直後から，もう15年のお付き合いの施設もあります。長年のお付

き合いになって，何気ないコミュニケーションも自然に進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      サポートセンター 

めい 
          障がい者デイサービス 

          丸太町御前 

 月1回，どこかの週の土曜日の14時から15時に活動しています。 

第１週に活動した翌月が第４週になったりその逆もあったり，めいメンバーの参

加人数の多い日にしたのに音の風メンバーが揃わなかったらプログラムどうし

よう！？と悩んだり。 

 音の風設立初期からの活動の蓄積があるチームの１メンバーとして2013年度

から関わりはじめ，2016年度からはリーダーという名の連絡調整役をさせてい

ただいています。 

 60分のメニューは， 

１）はじまりの歌「勇気１００％」 

２）メンバー紹介と楽器配り「聖者の行進」 

３）メンバーの名前入り替え歌で楽器鳴らしレク 

４）季節のうた 

５）リクエスト曲コーナー／音の風メンバーの演奏 

６）おしまいの歌「大きな古時計」 

というフォーマットで組み立て。３）は，めいの参加メンバーさんとのコミュニ

ケーション最重視ということで所要時間が当日まで全く読めず，その後の展開は

進行を担当している私にもわかりません。 

 こんなスリリングなめいチームですが，たくさんの会員さんの協力のおか

げさまで活動がなりたっています。見学にぜひお越しくださいね！ 

                        （ Report：菊地美紀子）                          

■音楽ボランティア派遣では活動メンバーを募集しています。 

 音楽ボランティアの定期活動では随時

活動メンバーを募集しております。人数が

多い施設では横について歌うことでも重

要なサポートですし，楽器や，進行役が得

意という方も是非お待ちしています。 

2017年度定期活動実績 担当 数 

森町歌声倶楽部 玉木 12 

葵デイサービス 溝川 12 

葵デイサービス 高橋 11 

やすらぎ 河野 12 

清水学区健康すこやか 水沢 4 

フェアウインドきの 岡本 12 

洛東園デイサービス 米谷 12 

粟田学区健康すこやか 三井 8 

サポートセンターめい 菊地 10 

宇多野病院 今井 12 

月輪学区健康すこやか 吉村 11 

有済学区健康すこやか 水沢 7 

合計  123 

月輪健康すこやかの様子 

皆んなで歌っています 

フェアウィンドきのの様子 

PICK UP 
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音楽ボランティア派遣事業：単発活動 

 

音楽で心身ともに活性化。 

癒しの時間を大切に。 
 

 音楽ボランティア派遣単発活動では，音楽による余暇活動の支援を行っていま

す。定期活動と同様に2名～5名がグループを組み，進行者，伴奏者，楽器配布，

利用者さんのサポートをする者など，役割分担をして，それぞれ依頼内容に

合ったプログラムを進めます。 

 初めてお会いする方々も多く，年に 1 回など催しでお伺いすることもあり

ます。何が始まるのだろうかと心待ちにして下さっている皆さまとよく知っ

ている曲からスタート。自然と聞こえてくる歌声。言葉を交わしていないの

に，心が通い合う瞬間を大事にしています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度単発活動実績 

稚松学区くつろぎひろば 下京社協（2回） 

南山城学園 光 

ジョイントほっとウクレレ教室（6回） 

岡崎オカリナくらぶ 

花ノ木医療福祉センター 

修道学区健康すこやか 

ぐんぐんハウス 

放課後デイそらまめ（3回） 

御池老人デイサービス 

東山ケアセンターそよ風（3回） 

山科中央老人福祉センター 

くじけんな会（山科身障会館） 

放課後デイ・ま～ぶる二条（2回） 

貞教すこやかサロン 

洛東園 もみじの家（3回） 

洛和グループホーム壬生（2回） 

洛東園まつり 

洛和グループホーム右京山ノ内 

東山区民ふれあいひろば 

平野デイサービス 

東山まちカフェ 

御所南マリアヴィラ 

山科ぶらんこクリスマス会 

東山社協こころのふれあいサロン七夕会 

東山社協こころのふれあいサロンもち食べ会 

岡崎わいわい文化祭 

 

           山科中央老人福祉センター 

 

 10/28日(土曜日)山科中央老人センターを訪れました。 

開始時間が近づくにつれて，会場にぞくぞくと集まって下さるみなさん，こ

のときを楽しみにされている様子が，うれしそうな声に乗せて，隣の部屋で

控えている私たちのところまで伝わってきます。 

そして時間になりいよいよ開始！ まずは秋の歌として里の秋ともみじをみ

なさんと共に歌い，京都の民謡から竹田の子守唄を三線と駒井裕子さんのピ

アノによる伴奏で聴いて頂きました。沖縄の歌からは島唄や海の声などみな

さんのよくご存じ

な曲をチョイス！ 

安里屋ユンタでは

お囃子や手拍子，

そしてリズムに乗

せて踊ってくださ

ったりもして，と

ても楽しいひとと

きでした！ 

( Report：玉城忍） 

事業報告 1-2 

＜29年度 音楽ボランティア派遣事業総括＞ 

活動件数：163件(前年比 92 ％) 

定期活動：12ヶ所123件 収入163,500円 支出 72,932円(28年度11ヶ所134件 収入200,440円 支出 57,681円） 

単発活動：40件 171,660円（28年度 43件 収入182,380円） 

担当者：高橋，溝川，小川，岡本，玉木，水沢，三井，河野，大槻，今井，米谷，菊地，初田，吉村，村田 他 

事業収入：335,160円（28年度 382,820円 前年比88％） 

定期活動先は28年度より1ヶ所減，2ヶ所増え12ヶ所となった。定期活動件数のうち,健康すこやか学級は各学区によって

回数は異なる。オカリナくらぶの月2回の開催が減り、11件減った。単発活動については，各区社会福祉協議会から，高齢

者の介護予防や子育て支援の依頼が増加した。定期活動，単発活動共に，新会員さまの積極的な参加も見受けられた。一方

で，メンバーの固定化が見受けられる。事務局のコーディネート体制の整備をより進め，会員自らが気軽に参加できるよう

にしていく必要がある。 

 

PICK UP 
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事業報告 2-1 アーティスト派遣事業：定期活動 

 

 

 様子を見ながら慎重に。 

 今日も素敵な 1曲ができました。 
 

 アーティスト派遣事業の定期活動では，なづな学園や大原野の 

杜などの音楽療法のほか，山科歌声教室やウクレレ教室のような 

音楽レッスンの活動など，月１～２回程度の活動を行っています。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      グランダ山ノ内 

          高齢者施設 
 

 

 月に一度「世界の国からこんにちは」の曲でスタートします。歌

詞を少し変えて今日の日付け（♪○がつ○にちこんにちは～♪）と

歌うようにしています。はじめは，日にちが解らず声も小さかった

のですが回を重ねるごとに覚えてくださり「今日は○月○日やね」

とか「そこに日付けを入れるのやね～」とか話が弾み，合唱すると

きには自信のある大きな声で歌われるようになりました。また表情

の乏しい男性の方も，大きな声で笑ったり鈴を鳴らしたりと，積極

的に参加されています。なかなか普段，話すことがない方も音楽を

通してコミュニケーションをとられている様子を見ると，こちらま

で嬉しい気持ちになります。 

                    （ Report：大槻みゆき）                      

 

2017年アーティスト 

派遣定期活動実績 
担当 数 

グランダ山ノ内 大槻 11 

洛西ふれあいの里  

デイサービス 

今井・大槻 47 

 

ＬＰＷ 

(ひきこもり支援) 

大槻 46 

ＬＰＷ（個人ピアノ） 大槻 41 

樫原居宅支援センター 

PPPサークル 

今井 12 

なづな学園（レク） 藤井 12 

大原野の杜 今井・大槻 36 

なづな学園 八木 12 

かしの木学園 八木・今井 35 

山科歌声教室 小河 21 

ウクレレ教室 宮原 16 

大照学園 藤井 11 

山科ぶらんこ 吉田 12 

放課後デイわかな 藤井 12 

合計 324 

山科身体障害者福祉会館 

ウクレレ教室 

♪かしの木学園の音楽療法♪ 

PICK UP 
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アーティスト派遣事業：単発活動 

 

 生の醍醐味。 

演奏にうっとりと。 
 

 敬老会や，クリスマス会，地域のイベントでの単発の依頼，地域の子育て

サロンなど，内容や年代は様々です。何が始まるのだろうかと心待ちにして

下さっている皆さまと一曲目が聞こえてくると皆さまの表情がゆるみ，自然

と聞こえてくる歌声。リクエストに応じて選曲したりし，短い時間で精一杯

音楽で素晴らしい時間が共有できるようにと思っています。時折アーティス

トの得意な分野の演奏が聴けたり。終了後は「本当に今日は来てよかったわ。」

「また来てくださいね。」とお声かけいただき本当に嬉しくまたお会いする日

を楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度アーティスト派遣事業単発活動実績 

大原野の杜コンサート 

洛西ふれあいの里秋祭り 

福知山学園（みわ翠光園） 

かしの木学園 

修道学区夏祭り 

今熊野学区敬老食事会 

山科身障会館 （秋まつり） 

聖護院学区民生児童協議会 

西京子育てサロン 

オークプレイス京都北大路 

洛西ふれあいの里更生園 

月輪学区健康すこやか（歌唱指導）     

菊鉾会 テンダーハウス           

ふれあい会クリスマス会 

ケアコートふじのもり 

伏見精神保健センター 

貞教学区健康すこやか 

朱雀第三児童館 

合計            18件 

 

    「西京子育てサロン」 

                 西京ウェスティ 
 

 爽やかな秋晴れの11月2日。たくさんの乳幼児，そして子育て真っ最

中のパパママが集う中，西京パパママふれあいパークにて「親子でリフ

レッシュコーナー」を担当させていただきました。キラキラした眼差し

が，楽器や大型絵本に向けられている中，ワクワク感を誘う「さんぽ」

から始めました。そして，親子でできる手遊びと，アンパンマンなどの

パペットの登場で会場内の子供達は一気に大興奮！リズムと歌，そして

手遊びで親子の温もりを感じながら，大型絵本「スイミー」の音楽物語

の世界へと誘います。音楽と歌に合わせて絵本の世界が広がり，子供達

も大人たちも終始リラックスして物語を楽しんでいる様子で，会場内は

穏やかな空気に包まれまし

た。日常の慌ただしい時間の

中のひととき，癒しの時間を

過ごしていただけたのでは

ないでしょうか。音楽で幸せ

をお届けするお手伝いをこ

れからもさせていただきた

いと思っております。 

( Report：村田千絵） 

 

 

事業報告 2-2 

高齢者施設でのクリスマス会 

＜29年度 アーティスト派遣事業総括＞ 

活動件数：342件（前年比 99％）  

定期活動：14ヶ所324件 収入2,404,492円 支出1,657,153円（28年度13ヶ所313件2,118,012円 支出1,449,432円） 

単発活動：18件 収入181,272円 支出115,800円 (28年度34件467,254円 支出 282,345円) 

リーダー：西野，今井，大槻，八木，田川，玉木，宮原，あかし，清水，花田，吉川，村田 他 

事業収入：2,585,764円(28年度2,585,266円 前年比100%) 事業支出：1,772,953円 

障がい者施設や高齢者施設の音楽療法，音楽レクリエーション，講師派遣，またイベントの演奏を行った。アーティストは

規約に該当する者で，契約書を交わし登録を行っている。定期活動1件増の昨年度比103％（28年度313件），単発活動42％

（28 年度 43 件）となっている。定期活動は件数も増え、単価が上がった活動があった。単発活動は問い合わせやご依頼も

少なく前年度の半数以下になった。 

 

PICK UP 
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事業報告 3 
  

 笑顔で絵画で 

ステージに立つ誰もが主役♪♪ 

 

 平成18年に始まった♪スマイルミュージックフェスティバル♪ 11回目という，restartの年でした。 

生きづらさを抱えた当事者さんやご家族さんが，自由に楽しく音楽を通しての活動を発表する居場所と出番を

わたしたち音の風はどうサポートできるのか？東山区の障害者福祉の弥生三月の取り組みにあたたかい音楽の

風を吹かせることができるのか？ 

全体的にプログラムの構成を工夫し，その結果，各チームの持ち時間が増え，ゆったり時間を気にせずに， 

パフォーマンスを披露していただけました。オリジナル曲「スマイルのうた」と「手のひらを太陽に」の全員参

加型2曲で迎えたフィナーレはいつも以上に熱くワンネスに盛り上がったように思います。 

restart にふさわしく，当事者目線にこだわり，ゆったりと作りあげたいとの声が当初よりありました。支援

者オンリーではなく出演者の生の声を取り入れたミーティングに，共感したり，悩みあったりしながら，当日を

迎えました。客席演者の境目なし，当事者さん，施設担当スタッフさん，音の風サポーターによる進行と音楽の

力で，盛り上がったスマイルいっぱいの時間を存分にお楽しみいただけたのではないでしょうか？応援してくだ

さいました皆さんに心から感謝いたします。そして，次なるスマイルの♪ はじまり はじまり～～ ♪                                             

                                     （ Report：西田まみ） 

 [運営]  

〇スマイルミュージックフェスティバル実行委員会 

出席者：ＮＰＯ法人音の風担当 西野，米谷，西田 東山区社会福祉協議会担当 森，西崎 京都市東部障害者地域生活

支援センターらくとう担当 向井，京都市東山青少年活動センター担当 南，(協力東山区役所オブザーバー 杉本,，神吉) 

実行委員会：平成29年7月28日(木)，10月23日(月)，平成30年2月6日(火) 

 [事業] 

〇第11回スマイルミュージックフェスティバル 

平成30年3月4日(日)東山区総合庁舎 3階大会議室 12：30開演 15：30 終演  出演 下記8チーム 

〇スマイルミュージックフェスティバル地域に飛び出せプロジェクト 

平成29年12月2日(日)東山区民ふれあいひろば2017  スマイルミュージックプロジェクトチーム 出演 

〇福祉教育と笑顔の絵 

区内教育機関を中心に，全市的に笑顔の絵の募集を行い263作品の応募があった。30年2月13日～3月2日まで東山区

総合庁舎１階展示スペースにて笑顔のポスター展を開催する。この中から区長賞１点，実行委員会賞４点，審査委員特別

賞1点入選20作品を選出し3月4日当日に授賞式を行った。 

〇音楽サポート 

① 工房ソラ 平成29年12/21,平成30年1/25, 3/1 

② かしの木学園 平成30年1/9,18,23, 2/1,13,27 

③ ほっとヴォイス 平成29年12/15, 平成30年1/26, 2/16, 3/2 

④ メレ･マカニ♪ 平成30年1/6, 2/3,17, 3/3 

⑤ 大照学園授産部 平成30年1/10,24, 2/14,28 

⑥ 友克＆ヤス 平成30年1/7,28, 2/11,25 

⑦ なづな学園 平成29年12/22,平成30年1/18,26, 2/7,27 

⑧ ふれあい会with ふらっと♭ 平成30年1/12,19, 2/9, 3/2} 

 

【助成金】  

京都市人権啓発活動補助金93,436円，東山区社会福祉協議会 100,000円（東山区共同募金より） 

音楽に合わせて出演者と観客と一緒にダンス 

第 11回 スマイルミュージックフェスティバル 
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, 

 スマイルミーティング 

 第 11回スマイルミュージックフェスティバル成功のために・・ 

  スマイルミュージックフェスティバルへ向けて，スマイルミーティングを5回開きました。特に準備委員を

決めないで，会員全体に呼びかけ，沢山の会員の意見を聞こうという形でスタートしました。音の風のサポー

トが無くてもという出演団体もありました。当事者の方が主体である中で，「音の風」はどういうサポートが

出来るかを話し合いました。ミーティングのあり方についても，裏方としての予算・役割分担等だけを決める

だけなら，2，3 回でいいのではないか。そして，意見交換は今回のようにスマイルミーティングリストで，

出来るのではないかという意見もありました。しかし，タウンミーティング風にするなど開催方法を工夫して，

顔をつき合わせて意見交流をすることは必要ではないでしょうか。（ Report：小川和寧） 

 [実施日] 

〇スマイルミーティング 

・第1回 平成29年10月23日(月) 岡崎いきいき市民活動センター 

・第2回 平成29年11月27日（月）山科SO 

・第3回 平成30年1月20日（土）コミュニケーションスペースH＆K 

・第4回 平成30年2月19日（月）ジョイントほっと 

・第5回 平成30年3月26日（月）ジョイントほっと，平成30年3月28日（木）ソラシドカフェ 

出席者（順不同）：西田，米谷，藤田，池田，小川，吉村，三好，木村，中田憲，大槻，菊地，嶋野 

 

[第11回スマイルミュージックフェスティバルの写真] 
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【岡崎リトルポップスターズ】（report：梶田桂子） 

 私は始めから参加しているので(2013年5月のワーク

ショップから)今年の5月で6年目に入ります。 

月二回のあかしなおこ先生のわかりやすく楽しいご指導

のもと、和気あいあいと練習しています。 

一番初めに左京いきいきフェスタ(みやこめっせ)の発表

から始まり、うさみコンサート(府立文化会館)のステージ

に立ちました。初めての大きな舞台にみんな大変緊張し

ていましたがなんとか歌う事が出来ました。 

OLPSにいるおかげでいろんな経験をさせてもらってい

ます。 

 NHKの旅ラジというネットラジオでなんと世界中に放

送されている番組に出演しました。平安神宮の前に置か

れたトラックの特設舞台です。秋晴れの気持ちいいお天

気の中、歌わせて頂きました。 

新しくなったピッカピカのロームシアターでも発表しま

した。京都新聞の[一緒にやろうよ]にも記事に載せて頂き

ました。 

 毎年クリスマスには聖護院保育園に行ってサンタの扮

装で歌います。私は仕事の都合で去年初めて参加したの

ですが、もう子供たちの反応が可愛くてキラキラお目目

で楽しんで聞いてくれてることに感動しました。 

さてさて次はどんなステージが待っているのでしょう

か、楽しみです。 

貴方も一緒に如何ですか？ 

 

 結成から丸 5年 

新旧仲良く頑張ってます！ 
 

 29年度もご縁にめぐまれ，多くのステージに出演するこ

とができました。京都岡崎音楽祭「OKAZAKI LOOPS」では，

地域で音楽を楽しむチームとして，いつもの元気を発揮！ 

恒例のミュージックサロンコンサートや保育園でのクリス

マス演奏，わいわい文化祭出演に加え，zest御池イベント

での演奏の機会も得ました。  

 メンバーのリクエスト曲やあかし先生の提案曲から，

OLPS らしさが出るラインナップをこころがけて，着々と

レパートリーを増やしています。最近は男性メンバーの活

躍が目覚ましく，にぎやかさが増しています。 

これからも地域に，聴いてくださる皆さんに，オープンな

気持ちで歌っていける明るいグループを目指します。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【29年度事業概要】 

開催期間：平成29年4月～平成30年3月 

講師：あかしなおこ   

 

〇レッスン(在籍数：23名，入会者数：4名，退会者数：6

名) （前年度25名） 

日時：第2,4金曜日 18:30～20:00 

場所：岡崎いきいき市民活動センター  

事業収入：824,580円   事業支出：305,902円 

 

〇コンサート（※ミュージックサロンコンサート項参照） 

 洋楽邦楽問わず，誰もが親しみやすいポピュラーソング

や唱歌を中心に，講師がアレンジした曲を練習しました。

今年度は新規の男性メンバーの入会により声や表現の幅が

広がり，より厚みと楽しさのあるステージを作れるように

なりました。メンバーもお客さまも楽しめるコーラスを今

後も発展させるため，さらにメンバー増を目指します。 

 

 

 

  

ロームシアター京都のステージにて 

岡崎リトルポップスターズです 

事業報告４-1 ミュージックサロン事業：ポピュラーコーラス 
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事業報告４-2 ミュージックサロン事業：ゴスペルコーラス 

【シャイニングスターズ】 （report：太田恵） 

 29年度は、7月にみやこめっせにて「区民ふれあいま

つり」、9月にはロームシアター京都にて「市民コンサー

ト」、そして2月には「わいわい文化祭」に参加しまし

た。 

 月2回のたった1時間半の練習ですが、普段の生活を

忘れて、歌謡曲でも演歌でもない、英語の歌を熱唱し、

楽しい時間が過ごせます。英語がわからなくても大丈

夫！濱田先生が発音も意味もゴスペルの発声方法も教え

てくださいますので、誰でもカッコよく歌えます！ 

人前で歌う事が苦手な方も、みんなで歌えばとても楽し

いです！ 

 気になる方は是非一度、見学に来てください！そして

私たちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう♪ 

                           

 

 

 

 

  ゴスペル音楽の魅力と楽しさを 

 伝えよう！ 
 

 29年度も，ロームシアターノースホールのサロンコンサ

ート，左京区民ふれあいまつり，わいわい文化祭の3つの

大きいイベントのほか，地域のイベント等に参加しました。 

今年度で結成3年が経ち，会員メンバーそれぞれ実力も付

き益々レベルアップしております。中には有志が集まって

積極的に地域イベントに参加されることもあります。 

ゴスペルは，人を力づけ，人々の心をひとつに結びつけ，

疲れた心に希望を持たせてくれる音楽です。 

演者はもちろんのこと観客の方と一緒に盛り上がり，と

ても良い気分で楽しめます。 

ゴスペル音楽は，まさに音の風の使命である「音楽での

社会貢献」を具体化できるものです。 

新年度に向け更なる磨きを掛け，多くの方にゴスペル音

楽の魅力を伝えていきたいと思います。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【29年度事業概要】 

開催期間：平成29年4月～平成30年3月 

講師：濱田のぶよ  

事業収入：643,140円   事業支出：334,667円 

１．レッスン(在籍数：14名，入会者数：2名，退会者数：

7名) （前年度19名） 

日時：第1,3土曜日 11:00～12:30 

場所：岡崎いきいき市民活動センター  

２．コンサート（16頁参照） 

※ミュージックサロンコンサート項参照 

 ゴスペル独特の発声法等を学びながら，ゴスペルソング

を練習しています。皆でハーモニーを奏でながら音楽活動

を通しての交流を図ることを目的としており，幅広い年齢

層のメンバーで楽しく活動しています。福祉施設等での発

表を通して，社会貢献を目指した音楽活動を行なう人材の

育成を図っています。ゴスペルを歌うことを通して，癒し

やストレス発散にも繋がっています。 

 

 

 

 

 

 

  

 発表会（ロームシアター京都ノースホール）で 

 

左京ふれあい祭り（みやこめっせ）出演。 
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事業報告４-3 

【歌声教室】         （report小野貴志） 

月に２回（第２と第４金曜日）、「歌声教室」の受付を

お手伝いしています。 

もちろん、受付が終われば皆さんと一緒に歌わせていた

だきますが…… 

兎に角、歌仲間から「歩くジュークボックス」とも称さ

れる宮原先生の軽妙な 

そしてウイットに富んだお話に引き込まれ、笑い声があ

ふれる教室がスタートします。 

約半年続く課題曲練習のあとは、200 曲余りの歌が載

せられた音の風編纂「音楽活動のための曲集」から、参

加のひとり一人が思いを込めたリクエスト。ピアノ伴奏

と先生の指揮に合わせて、みんなの楽しい歌声が溢れま

す。 

特に休憩のひと時の、時代背景や曲の説明を交えた宮

原先生のギター弾き語りはみんなの楽しみの一つです。 

 楽しく過ごした歌声教室を後に帰っていくみなさんの

笑顔は素晴らしく、後片付けの手も軽やかに動き、心温

まる一日を過ごしています。 

 

 

 

 

 

 「健康増進」「仲間作り」 

 そして「活躍の場」として 
 

 歌うことは多くの人が大好きで，歌うことで気分も良く

なり，ストレスを効果的に発散することができます。健康

増進はもちろんのことですが，大勢の人と歌うことでコミ

ュニケーションが自然にとれるのも歌声教室の魅力の一つ

です。 

 今年度は特に，夏は暑く，冬も例年になく寒い日が続き

ましたが，会員の皆さんは元気に足を運んで歌を楽しんで

おられました。「今日は暑いな～」「〇〇さん，今日は来な

いのかな？」など会員の方同士のつながりも見受けられま

した。 

 今年度の活動としては，「わいわい文化祭」の出演のほか

に，川端警察主催のイベントにも参加し活躍の場が広がり

ました。 

 講師の宮原先生の指導により，単なる斉唱にとどまらず

合唱形式にしたり，振付をつけたりと，皆さん積極的に取

り組んでおられ，大きな刺激となったと感じました。 

 歌声教室をきっかけに，歌うことの楽しさや素晴らしさ

を体験いただき，歌うこと通して「健康増進」や「仲間作

り」，にとどまらず，高齢者の方の「活躍の場」として更な

る発展を目指して行きたく思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【29年度事業概要】 

開催日時：平成29年4月～平成30年3月 

講師：宮原・花田・池田・小河・ 

日時：第2金曜コース，第4金曜コース13：30～15：30 

在籍数：53名，入会者数：13名，退会者数：14名， 

    前年度52名 

※第2金曜コース 

在籍数：33名，入会者数：9名，退会者数：7名 

※第4金曜コース 

在籍数：20名，入会者数：4名，退会者数：7名 

開催場所：岡崎いきいき市民活動センター 

事業収入：346,140円 支出：206,300円 

 メンバーの皆さんによるリクエストを中心に，唱歌や歌

謡曲・童謡などの斉唱を楽しんでいます。第2金曜日のコ

ースと第4金曜日のコースの2コースの開催とし，共に好

評で，2 クラスとも入会いただいている方も多くなってい

ます。講師がリクエストを聞きながら，当時のエピソード

を引き出します。立ち上げ当初から参加しているメンバー

を中心に，「もっと上手くなりたい」と意欲的な意見が出て

きています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岡崎わいわい文化祭出演の様子 

ミュージックサロン事業：歌声教室 
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事業報告４-4 ミュージックサロン事業：中高年のためのピアノサロン 

【中高年のためのピアノサロン】 

             （rport：長谷川久美子） 

 ご縁があって、ピアノサロンの皆様と出会って8ヶ月。

音の楽しさが自分の中に少しずつ芽生えてきているのを

感じます。 

昨年初めてロームシアターで発表会をしてから次の目標

に向かって練習を重ねています。サロンのメンバーと親

しくお話をするのは楽しく新しい知識が増えてワクワク

します。 

 また各人が選択した曲を聞くのはそれ以上にとても楽

しいことです。 

 褒め上手な前滝先生とサポートの小川さんに励まされ

ながら出会えたことを大切にゆっくり長く楽しく続けて

いきたいと思います。 

 

              

 

 

 

 

  「ピアノ」でつながる場として， 

 皆で音楽を楽しみましょう！ 

 
 中高年のためのピアノサロンが再スタートして，早1年

半経ちました。少しづつではありますが会員も増え，和気

あいあいとした雰囲気の中，皆さんピアノを楽しんでおら

れます。今年度からはレッスン日程を隔週水曜日して，会

員の方に受講しやすいスケージュールとしました。 

 発表の場として，ロームシアター京都ノースホールの発

表会，夏のプチ発表会，そしてクリスマス発表では，練習

の成果を披露いただきました。岡崎いきいき市民活動セン

ターのピアノサロンメンバーも来ていただき楽しいひと時

を過ごしました。 

 次年度からは新しい練習場所で，グランドピアノを使っ

て練習します。みんなで楽しく気軽にレッスンできる場を

提供し，ピアノを演奏することの楽しさを知ってもらうべ

く工夫を行い，「元気な中高年」を応援したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【29年度事業概要】 

開催日時：平成29年4月～平成30年3月 

講師：前滝康彦  

事業収入：143,940円   事業支出：120,714円 

レッスン(在籍数：5名，入会者数：5名， 

退会者数：3名) （前年度3名） 

日時：隔週水曜日 13:30～15:30 

場所：岡崎いきいき市民活動センター  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマス発表会交流会の様子 

ロームシアター京都ノースホール発表会 

お互いのレッスンを聴き合って，曲の批評をしたり，励まし

合ったりしながら和気あいあいとレッスンをしています。 
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本年度の発表会は，昨年と同じくロームシアター京都ノ

ースホールで開催いたしました。 

当日は，岡崎で「京都岡崎ハレ舞台」というイベントが

開催されていた影響もあり，入場者は330名（昨年度200

名）を超えるイベントとなりました。 

 また委託業務である，京都岡崎いきいき市民活動センタ

ーの事業である「ロームで歌おう（ポップス編・ゴスペル

編）」と「中高年ピアノサロン」の発表会も併せて開催いた

しました。 

【当日のプログラム】 

 

◆ゴスペルコーラス シャイニングスターズ 

 （曲目） 

１  Hold On／サウンズ・オブ・ブラックネス  

２  Melodies From Heaven／カーク・フランクリン  

３  Worthy Is The Lamb／ブルックリン・ 

タバナクル・クワイヤー  

４  I Need You To Survive／デビッド・フレイザー  

５  Every Praise／ヘゼキアー・ウォーカー 

◆ポピュラーコーラス 岡崎リトルポップスターズ 

 （曲目） 

１  Please Mr. Postman／ドビンス，ガレット，ゴーマン， 

  ホランド，ベイトマン  

２  Vaya con dios／ラリー・ラッセル， 

イネツ・ジェイムス，バディ・ペッパー  

３  みかんの花咲く丘／海沼實  

４  風になりたい／宮沢和史  

５  オーシャンゼリゼ／マイク・ウィルシュ， 

マイク・ディーガン 

◆ピアノサロン 

１  花は咲く／菅野よう子          足立桃子  

２  夜想曲第 2 番作品 9-2／ショパン      浦野仁美  

３  リベルタンゴ／Ａ・ピアソラ        藤津柴 

◆講師演奏 

１  Isn’t She Lovely／スティーヴィー・ワンダー  

２  Natural Woman／キャロル・キング， 

ジェリー・ゴフィン 

◆全員合唱：「This Little Light Of Mine」 

 

【29年度】 

事業収入：236,520円   事業支出：146,167円 

 

 

 

 

 

 

今回2回目となるロームシアター京都ノースホールでの

発表会，参加者と観客等400名が集う大きな発表会となり，

皆さん元気いっぱいの声が会場に響き渡りました。日頃の

練習の成果を存分に発揮出来た良い機会でありました。 

 発表会終了後は打ち上げを開催し，会員メンバーの親睦

を深めることができました。 

音楽を通して社会貢献活動をするようになってもらうこと

を目的として，地域や保育園等で参加型コンサートをして

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
発表会：平成29年9月16日(土)ロームシアター京都ノースホール 

（OLPS，シャイニング ，ピアノサロン出演者38名、観客330名 
◆その他の主な出演◆ 

オカザキ・プレイ：平成29年4月8日(土) 岡崎別院（OLPS） 
左京区民ふれあいまつり：平成29年7月23日(日)みやこめっせ（シャイニング） 
京都岡崎音楽祭・岡崎Ｌｏｏｐｓ：平成29年6月10日(土)11日(日)岡崎公園特設ステージ（OLPS，シャイニング） 
川端地域安全運動スタート式：平成29年10月4日(水) 岡崎公園内プロムナード（歌声教室） 
わいわい文化祭：平成30年2月3日(土)京都国際交流会館メインホール（OLPS，シャイニング，歌声教室） 

＜29年度 ミュージックサロン事業総括＞ 

 今年度からミュージックサロン担当者を配置し，認知

度の強化と入会促進に力をいれました。現在の4つのコ

ースをまとめたパンフレットの作成，中高年ピアノサロ

ンのスケジュール見直し等，会員の方にわかりやすく，

気軽に音楽に親しめるようなサロンづくりに取り組み

ました。また発表する場としては，ロームシアター京都

ノースホールでのコンサートをはじめ，地域のイベント

等に参加することが出来ました。功を奏してか問い合わ

せや見学なども増え、入会に繋がっています。 

そして特筆すべきこととして，会員の方独自でユニッ

トを組んだり，出演オファーを受けてきたりなど，自主

的に活動される会員の方が出てこられました。 

次年度は新拠点での事業展開も準備しており，音の風の

モットーである「笑顔つながる，音でつながる」をさら

に進めて行きたいと思います。 

オカザキ・プレイの演奏の様子 
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事業報告 5 京都市岡崎いきいき市民活動センター指定管理 

  

 指定管理2期 7年目。 

 2019年からの 3期目を目指して。 
  

いきいき市民活動センターの指定管理業務は，1 期4 年

間で，音の風の指定管理も2期7年目です。手探りで始め

た事業も2018年度は年間14件の市民活動活性化事業と4

件の自主事業を開催しました。 

事業の中でサークル活動の活性化や，市民活動を始めた

団体の中間支援などにも力を入れました。 

今年度もわいわい文化祭，ロームで歌おう～ポップス

編・ゴスペル編～，レコード楽譜図書館，中高年のための

ピアノサロンなど音の風の得意分野である音楽を通して沢

山の地域の繋がりをつくりました。それぞれの事業には，

音の風のメンバーも参加したり，講師等でお手伝いいただ

いています。またいきいき市民活動センターのわいわい文

化祭から歌声クラブに，ロームで歌おうからポップス，ゴ

スペルへ，ミュージックサロン事業につながる事業を展開

しています。 

また，地元とのつながりが評価され，ロームシアター京

都主催で岡崎公園で開催された，OKAZAKI LOOPS PARK 

STAGEの出演者のコーディネート，自主事業として岡崎別

院（東本願寺派寺院）出演者のコーディネートをしていま

す。センターの利用者のほか，地域の小学校や保育園，児

童館などを，地元活性化のイベントに紹介しています。 

        （report：曽和 泉@岡崎いきセン） 

 

 

市民活動活性化事業報告               

 ～地域×音楽×市民活動～ 
 

市民活動活性化事業とは，市民活動を促進するための事

業で，岡崎いきいき市民活動センターでは，「音楽」と「市

民活動」をキーワードに，今年度「市民活動支援事業」を

新たに加えた５つの柱で14の事業に取り組んでいます。 

 

大学学生連携事業 

「岡崎ガーデン倶楽部プロジェクトⅢ・Ⅳ」 

 

日時：平成29年4月～平成30年3月 

  ●ガーデンワークショップ 11月15日(土) 

   

●事業報告会・講演会・桜の植樹 3月1日(木) 

場所：音の庭（二条通に面した前庭），ちびっこひろば，コ 

ミュニティガーデン（分室につながる小道 東側） 

参加人数：ガーデンワークショップ：9名 

    事業報告会等：11名 

    普段の活動：1人～3人/回 

事業費：Ⅲ：26,254円 Ⅳ：59,917円 

 

事務所よりみえる，小さなちびっこ広場。昨年 3 月に，

岡崎ガーデン倶楽部の事業のワークショップで桜を植えま

した。早速3月の終わりごろには桜の花が咲いて岡崎に淡

いピンクの彩を添えてくれました。 

 

また公園に掲示板を新設し，通路側にはセンターや京都

市からのポスターを，裏面には近くの保育園などからのお

しらせやこども向けの砂遊びセットの貸し出しなどのお知

らせを貼っています。ちびっこ広場へ立ち寄る親子連れの

数が年々増えています。 

 

高齢者交流事業「中高年のためのピアノサロン」 

 

日時：平成29年7月26日～9月13日 隔週水曜日 

発表会：平成29年9月16日 ＠ロームシアター京都 

場所：岡崎いきいき市民活動センター和室 

参加人数：9名   

事業費：57,940

円 

講師：前滝康彦 

 サロン形式の

講座に参加する

ことで，受講者

間の交流が生ま

れ，同じ趣味を

もつ仲間同志でお互いの曲を参考に練習曲を決めたり，発

表会に向けて励ましあったりする良い雰囲気が生まれまし

た。ピアノを趣味として持つことで，日々の生活に活力を

見出し，主体的に活動するきっかけづくりとなりました。 
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高齢者交流事業「岡崎歌声クラブ」 

 

練習日：平成29年10月13日,11月10日,12月8日, 

  平成30年1月12日 

発表会：平成30年2月3日 （わいわい文化祭＠国際交流

会館） 

練習場所：岡崎いきいき市民活動センター和室 

参加人数：延べ76名  発表会参加者：38名 

事業費：59,273円 

講師：宮原春彦 

満足度：90％ 

 中高年を対象に，国際交流会館での発表に向けて練習し

ました。発表会の曲は「月の沙漠」「You are my sunshine」。

2 曲の練習後は少しくつろいで，参加者によるリクエスト

選曲で自由な雰囲気を楽しみました。 

発声練習で大きな声を出したり，ストレッチを行うことで，

心身共に刺激を与え健康作りに貢献できました。練習中は

歌唱曲に関するエピソードを語り合ったりして和やかな雰

囲気でした。 

 

地域交流・連携事業 

「京の七夕 コミュニティステージ」 

 

日時：平成29年8月11日(祝金)・12日(土) 

場所：岡崎いきいき市民活動センター音の庭 

参加人数：観客：約170名（出演 計8組） 

事業費：25,420円 

出演者：まいけるず，宮原春彦 他 

 

 オール京都市で開催する京の七夕岡崎エリアイベントの

一環として屋外パフォーマンスを実施しました。センター

利用者，市民活動団体や地域グループ，スタッフと様々な

エリアで活動する

メンバーが集まり，

さらには地域の方，

観客，ボランティ

アの皆さんと，普

段出会う機会のな

い方々が交流しました。学生ボランティアの方々による設

営もあり様々な皆さんと作り上げたイベントとなりました。 

 

地域交流・連携事業 

「岡崎ワールドミュージック工房」 

 

日時：平成29年10月29日(日) 

場所：妙傳寺 

参加人数： 講演会30名，ワークショップ20名 

事業費：94,910円 

講演者：ニコラ・リバレ氏（富山スキヤキミーツザワール

ドプロデューサー） 

スピーカー：蔭山陽太氏（ロームシアター京都） 

      大島祥子氏（岡崎魅力づくり推進協議会） 

ワークショップ：京都精華大学ポピュラーカルチャー学部

大島拓郎氏と学生達 

 

 講演会では，

日本最大のワー

ルドミュージッ

クイベントのプ

ロデューサー，

ニコラ・リバレ

氏を招聘し，27

年間富山県で続

くイベントの説明と行政や市民のかかわりについて説明を

うけました。ゲストスピーカーとして蔭山氏と大島氏を迎

え，京都岡崎で地域に根付いた音楽イベントの仕組みづく

りを話しました。 

 ワークショップでは京都精華大学の皆さんにより「触角

型楽器（ギタ

ー弦を触角

にしたもの）」

制作のワー

クショップ

と参加型パ

フォーマン

スを開催し

ました。 

 また，京都文教大学の学生たちが，授業として地域政策

の聞き取りとボランティアとして参加があり，イベント終

了後学生たちによる地域への提言がありました。 

ワールドミュージックの日は台風とぶつかり，雨で例年の

イベントの 1/3 ほどしか来場者がなく非常に残念でした。
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今後も学生たちを地域に結び付けるコーディネートをして

いきたいと思います。 

地域交流・連携事業 「わいわい文化祭」 

 

日時：平成30年2月3日（土）  

場所：京都国際交流会館 

参加人数：12団体出演，入場者約623人(内出演者304名) 

事業費：110,304円 

 

 わいわい文化祭は今年で8回目。岡崎いきセンと岡崎自

治連合会の皆さんと事業を協働で開催して7年目になりま

した。地域の学校や団体など地域の人が出演し，観客も地

元の人です。 

 

 センターでは自治連スタッフとともに出演団体の調整や

演奏内容の確認，会場の手配など事務的な部分を担ってい

ますが，今年度は特に 10 回目を見据え企画・運営者を育

てるために，自治連合会が主体となっての開催でした。 

センターからは歌声クラブが出演し，音の風からゴスペル

コーラスとポップコーラスが1曲ずつ出演しました。 

 

 

文化芸術交流連携事業  

「2017春の岡崎セッション」 

 

日時：平成29年4月29日(土)  

場所：会議室1  

参加人数：24名 出演者：2組 

事業費：48,547 満足度：95％ 

京阪神で活躍するプロのミュージシャンを招き，GW の人

通りが多い時期に，センター前庭「音の庭」で音楽ライブ

を実施する予定でしたが，天候が思わしくなく，セッショ

ンを見に来た参加者も集まってきたため，控室として使用

予定の会議室1で開催しました。 

出演者：TWINS（ギターユニット），カサスリム with 武藤

ケンイチ 

 

文化芸術交流連携事業 

「ロームで歌おう ～ポップス編・ゴスペル編～」 

日時：【発表】平成29年9月16日（土） 

ポップス編練習 7/21～9/15：5回 18:30～20:00 

ゴスペル編練習 7/29～9/9：5回 13:00～14:30 

場所： 【練習】岡崎いきいき市民活動センター 

【発表】ロームシアター京都ノースホール 

参加人数：ポップス編：26名 

ゴスペル編：40名 

来場者数：約300名（内，出演者・スタッフ約100名） 

事業費：285,256円 

講師：ポップス・あかしなおこ，ゴスペル・濱田のぶよ 

 

 それぞれ各自が自分に合ったコーラスグループの中で，

短期間でハーモニーを創り上げていき，参加者同士が協力

しあい団結して本番に臨むことができました。また，音の

風ミュージックサロンのメンバーが参加しサポートするこ

とで，短期間の中でも形あるものに仕上がりました。 

 コンサートの後半は，音の風ミュージックサロンの近隣

施設であるロームでの開催で，当センターが市民と共に事

業を行っている場と捉えていただくことができました。ま

た，この発表会の日は岡崎ハレ舞台という岡崎エリア一帯

がイベント等を行っている日で，ハレ舞台の参加イベント

としてチラシ等にも掲載され，岡崎エリアを盛り上げるこ

とができました。 

 

文化芸術交流連携事業  

「レコード楽譜図書館Ⅶ・Ⅷ」 

 

日時：平成29年4月～平成30年2月  

毎月第4土曜日 11回（3月除く） 
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場所：和室  

参加人数：Ⅶ：23名/毎月平均 Ⅷ：20名/毎月平均 

事業費：Ⅶ：76,531円 Ⅷ：65,631名 

満足度：90％(7月アンケート)，74％(12月アンケート) 

 

 毎月第4 土曜日に市民企画によるレコードの会と，7 月

12月はレコードに造詣の深い著名人を招き「レコードを聴

く会 special」を無料で開催しています。 

7 月の特別企画は評論家湯浅学さんを迎えてモノラルとス

テレオの違いの聴き比べを，12月は同志社大学の新川教授

がジャズボーカルを特集してくださる特別な会となりまし

た。 

 

 市民企画も，米軍慰問レコード（V ディスク）や米軍で

使われたものと同型の蓄音機，リュート特集の時はその楽

器の持参もあり，説明も行われました。 

毎月第4土曜日の開催が定例化し，当センターがレコード

を聴く会を開催していることが広く知られ，醍醐交流会館

にもレコードを継続して貸し出ししています。 

この会の参加者は，市民講座にはあまり参加が少ない中高

年の男性が多く，幅広い年代の市民が参加しやすい事業と

なっています。 

 

文化芸術交流連携事業 「必殺仕事激写人」 

日時：平成30年2月17日(土) 

場所：会議室１ 

参加人数：８名 

事業費：17,474円  満足度：100％ 

 

 昨年度開催し

た「必殺仕事音

楽人」の続編と

して，舞台裏で

支える職業人を

招き，写真撮影

の基礎知識，技

術についての講

義を行いました。 

 スマートフォンやデジタルカメラを使い，プロならでは

の撮影技術のコツを学びました。また，修得した技術を生

かして市民活動イベントへの参加を促しました。 

 

 

市民活動支援事業 

 「岡崎いきセン紹介月間」 

 

日時：①紹介月間チラシ期間：平成29年8月＆9月  

   ②左京区民ふれあい祭り 平成29年7月23日(日) 

場所：①岡崎いきいき市民活動センター 

②みやこめっせ 

参加人数： ①24団体 ②4団体  

事業費：19,242円 満足度：紹介チラシ86％ 

 

 7・8 月を

「いきセン

紹介月間」と

し，サークル

活動団体の

紹介・交流を

促すため，サ

ークル紹介

チラシを作成しました。また4つのサークルや市民団体に

声をかけ，みやこめっせで開催された左京区民ふれあい祭

りにて，チラシを配架するとともに参加する区民に対して，

書道，ウクレレ。フラワーアレンジメント体験やアルコー

ル断酒会の紹介をしました。 

 ふれあい祭りの舞台では，毎年シャイニングスターズが

元気な歌声を届けています。 

 

 

市民活動支援事業 

 「チラシレイアウト講座 はじめよう，市民活動！」 

 

日時：平成29年7月5日（水） 

場所：会議室２ 

参加人数：20名 

事業費：15,303円 

満足度：87％ 

 

 手に取ってもらえる

チラシのレイアウトや見やすく伝えるデザインについて講

座を実施しました。講義の後には，いくつかの素材を使い

実際にチラシをデザインするワークショップを開催し，講

師からのアドバイスや参加者同士で意見を交換しあうなど

活発な交流を行いました。 
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 自主事業事業報告               

  ～地域×音楽×市民活動＋α～ 
 

岡崎いきいき市民活動センターでは，「市民活動活性化事業」

の他に４つの「自主事業」を行っています。 

 

 

自主事業  「オカザキプレイ2017」 

 

日時：平成29年4月8日(土) 12:00～20:00 

場所：岡崎別院  

参加者：①約670名 

コーディネート：13団体（内 プロミュージシャン2組） 

岡崎リトルポップスターズ他 

 

 岡崎界隈の活性化を目指す「食と音楽のまち岡崎実行委

員会」と岡崎別院と当センターで連携し，音楽イベントを

開催しました。 

 出演者は地域の学校や児童館，地元の太鼓や太極拳のグ

ループの他，センターの利用者の利用者，岡崎リトルポッ

プスターズも出演しました。 

飲食店の屋台や，大学のボランティアサークルの協力によ

るアジアのすごろくやおはじきなどの遊びワークショップ，

民族衣装の着付け体験など多彩なワークショップもあった

のですが，あいにくの雨天となってしまいました。 

会場の寺院の修理の都合で今年度をもってオカザキプレイ

は終了することになりましたが，今後もコーディネートし

た各種団体とのつながりを大切にしたいと思います。 

 

 

自主事業   

「卓球交流大会2017 岡崎・左京東部いきセン杯」 

 

日時：平成29年12月2日(土)  

場所：左京東部いきいき市民活動センター 多目的ホール  

競技参加者：16名 

 過去2年間，当センターで交流会を開催しました。会場

を左京東部いきセンの多目的ホールとし，卓球台を増やし

トーナメント形式で試合をしました。参加者は両センター

より小学生からシニアまで幅広い世代が交流することがで

きました。会場が広いため，空いている台で熟練者に指導

してもらったり，トーナメントで当たらなかった人との練

習試合などを楽しむことができました。この交流会のあと，

当センターでは卓球ブームが起こっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主事業  「全国学生演劇祭応援週間」 

 

日時：平成30年2月21日(水)～26日(月) 

場所：ロームシアター京都，当

センター 

参加者：演劇祭参加 10団体， 

ワークショップ参加7名 

 

昨年に続き全国学生演劇祭の充

実を目指し，演劇祭開催中，分

室を稽古・打合せ等に開放しま

した。演劇祭 OB によるワーク

ショップを企画しました。 

 

自主事業 

「川端地域安全運動スタート式コーラス参加」 

 

日時：平成29年10月4日(水) 

場所：岡崎公園内プロムナード 

参加者：17名（音の風 歌声教室のメンバーを中心に） 

 

 京都府川

端警察署と

連携し，安全

運動スター

ト式のイベ

ントに「振り

込め詐欺の

歌」の合唱に

参加しました。参加者は音の風 歌声教室のメンバーを中

心に，宮原先生指導のもと携帯電話を使った振付などを考

え，啓発運動を盛り上げました。
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会員交流・親睦 
 

 みゅ～ふぇす 

（鳥の声ツアー） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時：平成29年5月27日（土）10：00～12：00 

開催場所：京都府立植物園 

参加者数：7名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【みゅ～ふぇす♪ 鳥の声ツアー】 

               (report：黒田悦子) 

 良いお天気に恵まれて、鳥の声ツアー。とても楽しかった

です♪ 

今まで近くに住んでいるのに、鳥の声に気がつかず、集中し

て聞いたらいっぱいいるのに気づかされました。カワラヒワ

のビーという声や、エナガのチリリという声。人によって聞

こえ方は違うので、この鳴き声の表記の通りではないところ

がまた面白いです。双眼鏡の使い方も丁寧に説明あり、ピン

トの合わせ方など分かってすごく鳥がキレイに見えるのに

ビックリしました。また参加したいです。 

 音の風では，会員同士の交流や情報交換，活動に必要な知

識や技能を得るための勉強の場として，活動に対する不安や

悩み，意見交換などの場として，会員さま企画にて会員懇親

会を開催しております。  

 音の風は，単なる音楽サークルではありません。私たちの

使命は，音楽を通して社会に貢献することにあります。社会

の課題や地域のニーズを知ることはもとより，自分自身の音

楽力を高め，少しでも質の高いプログラムを提供できるよう

にするために，有意義な時間を過ごしたいと思っています。 
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理事会の開催 
 

 2017年度は5回理事会を開催しました。 

第1回理事会 5月26日（金） 第2回理事会 9月11日（月） 第3回理事会 11月24日（金） 

第4回理事会 12月27日（水）第5回理事会 2018年3月25日（日） 

 

  会報 

 毎月1回情報発信や連絡共有として「会報」と「活動日のお知らせ」を発行しております。 

作成には活動報告や，活動紹介など寄稿いただいて発行しております。会報作成にはレイアウト要員や， 

校正チェック要員として会員の皆さまにご活躍いただいています。 

平成29年度は12回発行しました。（レイアウト，校正，寄稿協力：井上・平井・菊地・庄林） 

 事務局 

 事務局の業務は幅広く，会報やミュージックサロンを中心に，会員やサロンのメンバーが積極的に運営もお手

伝い下さるように少しずつなってきており，とても有り難く思います。この数年にわたり続く状況を受けて，改

善に向けて引き続き体制の見直しを行っていきたいと思います。会員数について，目標は 5 名増の 125 名とし

ていました。20名入会，退会者が20名あり，会員数は120名となりました。（平成30年3月31日付） 

情報発信について，HP からの問い合わせも増えました。新規の依頼や，ミュージックサロン，活動見学の問合

せが相次いでいます。毎月の説明会もたくさんの方に来ていただき，個々に説明を行い入会にも繋がっています

（下図参照）。フェイスブックも，公開・非公開グループ共に活性化を図るため，公開ページに週１ペースでの

投稿を目標としたが実施出来ませんでした。今後は，事務局内での投稿ルールを作成し，負担なく効果的な発信

ができるよう，引き続き検討していきたいと思います。 

 

29年度 説明会参加・入会者 
 

 

月 参加者 入会 説明会に来た経緯，入会の動機など 

4月 

女性 〇 音楽療法に興味がある→その後活動に参加 

女性 ○ 歌のサポート，音楽療法サポート興味あり 

女性 ○ HP→京都 音楽ボランティア 検索 

男性（見学先にて） 〇 HP→京都 地域活動 音楽 検索 

5月 

男性 ○ 以前の新聞記事→ HP 

女性（見学先にて） 〇 音楽療法実践している→その後アーティスト登録済み 

男性 〇 HP→京都 音楽ボランティア 検索（ギター伴奏） 

8月 

男性（見学先にて） 〇 HP→京都 音楽ボランティア 検索（ギター伴奏） 

女性 × 音楽療法に興味がある 

女性 × HP→京都 音楽ボランティア 検索（ピアノ伴奏） 

9月 女性 × 活動先で知った（ゴスペル，音楽療法に興味あり） 

11月 女性 × HP→京都 音楽ボランティア 検索（ピアノ伴奏） 

3月 男性（2名） × 春休みの課題ヒアリング 

 

～楽譜販売～ 
 26年度に音楽ボランティア活動のための曲集(高齢者編)の改訂版を出版しました。音の風会員には，会員価格での販売も行

っています。今年度は，会員，歌声教室の参加者の購入を中心に30冊の購入がありました。 

理事会・事務局 
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この 1年の歩み 
 

           

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 

できごと 

みゅ～ふぇす 

 

鳥の声ツアー 総会   

音楽ボランティア 

派遣事業 

定期活動 

宇多野病院  

 

   

アーティスト 

派遣事業 

  

福祉施設催しでの

演奏   

ミュージック 

サロン事業 

ピアノサロン 

 

小発表会    

スマイル 

ミュージック 

フェスティバル事業 

 スマイルスタート    

岡崎いきいき 

市民活動センター 

事業 

 

春の岡崎 

セッション OKAZAKI LOOPS   京の七夕 

7月30日 

左京区民ふれあいまつり 

＠みやこめっせに出演し

ました。/シャイニング 

第１回実行委員会を

行って，今年の 

スマイルが 

スタートしました。 

単発活動・障がい者施設 

一人一人に寄り添って。 
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9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

       

    東山区こころの 集いでの演奏  

食事会で演奏     定期活動 山科歌声教室 

発表会     わいわい文化祭  

   
 

練習スタート   スマイル本番 

  

レコードを 

聴く会  必殺仕事人 写真家の仕事  

スマイル地域

に飛び出せ・

ふれあいひろ

ば参加 

京都市社会福祉協議会

より会長賞表彰を 

いただきました。 

岡崎リトルポップスターズは， 

保育園のクリスマス会で演奏し、

園児たちに歌声を届けました。 

月に1回，市民の皆

さんが語り手とな

り，レコード鑑賞会

を開催しました。 

立ち上がってさぁ

踊って歌って♪ 
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2018 年度 事業計画案 
 

音楽ボランティア派遣事業 

○事業の目的と内容 

音楽による余暇活動の支援を目的に音楽ボランティアを派遣する。 

1施設につき2名～5名がグループを組み，進行者，伴奏者，楽器配布や歌詞の準備をする者など役割分担をして，約45分

～60 分のプログラムを進める。季節の歌や懐かしい歌などの歌唱，歌やリズムを使った体操，楽器の合奏など主に参加型の

プログラムを提供する。 

○事業計画 

新規の定期・単発の依頼も多い一方，進行や伴奏を担える活動に参加するメンバーが限られているという課題がある。活動に

参加するが，継続されない場合も多く継続して参加してもらいえるように促す。 

 

アーティスト派遣事業  

○事業の目的と内容 

音楽による余暇活動の支援を有償活動で行う。 

音楽レクリエーション，演奏家，音楽療法士，音楽講師として，専門的なスキルを有する会員等の派遣を行う。 

○事業計画 

音楽ボランティア派遣事業で依頼があった場合でもアーティスト派遣事業に移行できるか検討して活動件数の増加を目指す。 

 

ミュージックサロン事業 

〇事業の目的および本年度方針 

音楽の練習を通して参加者の生きがいや居場所をつくりだすとともに，日ごろの練習の成果を地域に還元できるよう，社会貢

献を目指した音楽活動を行う人材の育成に取り組む。 

ミュージックサロン事業の円滑化にむけて，事務上の整理を行う。新コースが増えるのに伴い，本年度，チラシ，ホームペー

ジ改変，WEBでの発信を中心に取り組む。 

 

ポピュラーコーラス（岡崎リトルポップスターズ） 

〇事業の目的と内容 

毎月2・4金曜日にコーラスのレッスンをおこない，皆でハーモニーを奏でながら歌うことの喜びを味わってもらうと共に，

音楽活動を通しての世代間交流を図る。地域の行事や社会福祉施設等で練習の成果を発表するとともに，受講者に地域と触れ

合う機会を提供し，社会貢献を目指した音楽活動をおこなう人材の育成を図る。 

〇事業計画 

① 受講者27名を目指す（現状23名）。 

② 秋に発表会，12月にクリスマス訪問演奏をおこなう。 

③ その他受講者から提案があれば随時訪問演奏をおこなう。 

④ 訪問演奏のリーダーを受講者が担えるような育成をおこなう。 

⑤ WEBでの発信，チラシの配架など，積極的な広報活動をおこない，入会に繋げる。 

ゴスペルコーラス（シャイニングスターズ） 

〇事業の目的と内容 

毎月2・4金曜日にコーラスのレッスンをおこない，皆でハーモニーを奏でながら歌うことの喜びを味わってもらうと共に，
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音楽活動を通しての世代間交流を図る。地域の行事や社会福祉施設等で練習の成果を発表するとともに，受講者に地域と触れ

合う機会を提供し，社会貢献を目指した音楽活動をおこなう人材の育成を図る。 

〇事業計画 

① 受講者16名を目指す（現状14名）。 

② 秋に発表会，12月にクリスマス訪問演奏をおこなう。 

③ その他受講者から提案があれば随時訪問演奏をおこなう。 

④ 訪問演奏のリーダーを受講者が担えるような育成をおこなう。 

⑤ WEBでの発信，チラシの配架など，積極的な広報活動をおこない，入会に繋げる。 

 

中高年のための歌声教室 

〇事業の目的と内容 

地域の中高年を対象に，参加者によるリクエストを中心に，唱歌や歌謡曲・童謡などの斉唱を楽しんでもらう。月 1 回の開

催とし，歌唱を通した健康づくりにも貢献できるようなプログラムを実施する。健康にも寄与し，参加者同士の交流を図りな

がら，表現をする喜びを味わうことを目的としている。 

〇事業計画 

① 第2金曜コース，第4金曜コースの2コースで活動する。 

第2金曜コース37名（現状32名） 

第4金曜コース25名（現状20名）を目指す。 

② チラシを作製し，会場近辺を中心とした関係機関とのつながりを強化，広報を広げる。 

③ 訪問演奏のリーダーを受講者が担えるよう育成をおこなう。 

 

中高年のためのピアノサロン 

〇事業の目的と内容 

高齢者の孤立化が社会問題として挙げられている昨今，誰もが気軽に立ち寄り音楽（レッスン）を通して，クオリティ･オブ･

ライフの向上と参加者同士のコミュニケーションを図る。中高年の方々を対象としたオープン型のピアノレッスンで，初心者

～経験者まで幅広くジャンルは問わない。本年度よりレッスンスケジュールを見直す。月3回（年間36回→隔週年間30回）。 

〇事業計画 

① 生徒募集に向けてWEBでの発信，チラシの配架など，積極的な広報活動をおこない，入会に繋げる。 

② 受講者6名から12名を目指す。 

 

ポップスコーラスアドバンス 

〇事業の目的と内容 

地域に潜在的に存在するであろう，多少の音楽経験があり，それなりのクオリティを追求した取り組みに参加してみたいと思

っておられる方々を対象とする。かつ，生活や仕事のストレスから離れてジャンルを問わずコーラスを楽しめる時間を提供す

る。地域の行事や社会福祉施設等で練習の成果を発表するとともに，受講者に地域と触れ合う機会を提供し，社会貢献を目指

した音楽活動をおこなう人材の育成を図る。 

〇事業計画 

①  受講者今年度8名，来年度14名を目指す。 

② 随時訪問演奏，イベント参加をおこなう。 

③ WEBでの発信，チラシの配架など，積極的な広報活動をおこない，入会に繋げる。 
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こども音楽講座 

〇事業の目的と内容 

 小学生を対象に，学校の音楽の授業とも違う，街のピアノ教室とも違う，子どもたちのプリミティブな音楽への欲求をどん

どん活かして音楽を楽しめる，「まちの音楽室」をめざす。ジャンルをまたいで，それぞれの曲に存在する美しさや楽しさを，

子ども達の持って生まれた感性を大切に，歌や楽器演奏に取り組む。地域の行事や社会福祉施設等で練習の成果を発表すると

ともに，受講生たちに地域と触れ合う機会と，社会貢献を目指した音楽活動経験を提供する。 

〇事業計画 

① 月3回，1～2年生クラスと3～6年生クラスに分けてレッスンをおこなう。合計受講者今年度16名，来年度28名を目 

  指す。 

② 保護者の方向けの小さな発表会や，訪問演奏，イベント参加なども随時おこなう。 

③ WEBでの発信，チラシの配架など，積極的な広報活動をおこない，入会に繋げる。 

 

 

スマイルミュージックフェスティバル事業  

○事業の目的と内容 

「障がいのある方もない方もともに音楽を楽しむイベント」として，東山区内の4つの機関(音の風，東山区社協，らくとう，

東山青少年活動センター)で実行委員会を構成し運営を行う。 

○事業計画 

① 地域に飛び出せプロジェクト 

② 福祉教育＆笑顔の絵 

  31年1月中旬以降，笑顔のポスター展を開催する。 

③ スマイルミュージックフェスティバル 

  3月3日（前日準備3月2日），財源確保の見通しがついた時点で実行委員会にて開催を決定する（人権啓発活動補助金  

  申請予定。） 

 

岡崎いきいき市民活動センター 

 2011年からの指定管理も2期4年目になり実績も積み重ねてまいりました。今年度は３期目の指定管理者の選定に向けて

準備を進めている。事業では，障がいのある人との芸術活動に関しても注目し，6月24日には岡崎公園で開催予定のOKAZAKI 

LOOPS PARK STAGEでのパフォーマンスをコーディネートしている。〇大学学生連携事業：岡崎ガーデン倶楽部プロジェク

トⅤ（継続），〇高齢者交流事業：歌声クラブ（継続），ピアノサロン（継続）〇地域交流連携事業：第 8 回わいわい文化祭

（継続），ワールドミュージック（継続）〇文化芸術交流連携事業：OKAZAKI LOOPS PARK STAGE(新規)，ロームで歌おう(継

続)，レコード楽譜図書館Ⅸ・Ⅹ(継続)〇市民活動支援事業：チラシ・レイアウト講座（継続），岡崎いきセン紹介月間(継続) 

 

事務局 

○事務局スタッフの補強 

音の風事務局の仕事は幅広く，基本的な事務作業に加えて，音楽と地域をむすぶコーディネータとして，更に音楽事業の企画

立案，各種報告書作成のスキルを要するため，事務局員のスキルアップを行う。作業の整理を行い，業務を効率化する。 

○実施計画 

① ホームページやフェイスブック投稿の事務局内のルール作成を検討し，定期的な更新を行う。 
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② スケジューリングを進め作業の効率化を図る。 

③ 30年度目標は現会員数120名から5名増加の125名とする。 

space ONZO貸館事業 

〇事業の目的と内容 

ONZOの4部屋を貸館として利用者を募る。特に1階は大変状態の良いグランドピアノを設置しており，地域の方々の音楽活

動のための利用を促進する。2階には8畳の広めの空間があり，3階にはキッチン設備が整っているため，幅広い目的のため

に利用してもらうとともに，ONZOの事業内容，ひいては音の風の事業内容への地域の方々の理解と参画に繋げたい。 

〇事業計画 

① 7月より貸館本格稼働予定。 

② 当面は平日の10:00～16:30の稼働となるが，土日や夜間の利用希望があれば随時対応する。 

③ WEBでの発信，チラシの配架など，積極的な広報活動をおこない，利用に繋げる。 

④ 音の風会員には利用料金を2割引きとする。 

 

space ONZO主催イベント 

〇事業の目的と内容 

地域の方々にクオリティの高い音楽を届けるためのイベントや，地域の方々が気軽にバンド演奏に参加できるセッションイベ

ントや，ミュージックサロンのミニ発表会，もしくは単発の講座など，広くONZOを知っていただくための機会を定期的に企

画する。 

〇事業計画 

①  2か月に1回程度，講師をまねき，気軽に参加できる単発の音楽講座等を開く（有料）。 

② 半年に1回程度，プロの演奏家を招き，ライブイベントを開催する。 

③ ミュージックサロンの各講座に，ONZO1階を利用しての発表の機会を提案する。 

④ セッションデーを開催し，参加者の反応を見て，定期的におこなう。 

 

 

会員交流 

○目的と内容  

会員間の親睦を目的として開催する。 

○実施計画  

会員の主体的な提案に基づき交流会を開催する。 

 

30年度人員体制 

〇30年度役員 

代表理事 西野桂子，副代表理事 岡本芳孝  理事 米谷亜由美，滋野浩毅，木下裕史 

監事(案) 庄林幸士（総会にて承認） 

〇事務局体制 

スタッフ 藤野正弘，西野桂子，引地尚子，前滝康彦，米谷亜由美 

〇岡崎いきいき市民活動センター職員体制 

常勤職員 曽和泉 齋藤真人 

非常勤職員 西野桂子，藤野正弘，前滝康彦，尾藤三希子，岡田美智子，長尾操，伊藤康治 
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【29年度賛助会員】（敬称略。順不同） 

法人賛助会員：国立病院機構宇多野病院 

個人賛助会員：大重博光 興那文子 三ツ村会代 足滝彩 前田順子 中東清美 原田琳音 酒谷宗男  

前山君子 森本好子 大平ひろみ 中岡靖介 日置正子 日置佳世子 柏倉峰子 

【29年度寄付者】（敬称略。順不同）  

藤田道夫 河村尚子 野口義廣 三井トミ子 西野桂子 池田宏子 今井まみ 日置正子 日置佳世子 

新山隆司 馬場雄司 斎藤善子 小川和寧 松野清美 他匿名2名 

当会の活動にご賛同・ご協力いただきましたこと，心よりお礼申し上げます。これからも素敵な音楽活動をお届

けするために，取り組んでまいりたいと思います。 

 

 

 

 

・株式会社カスタネット：スマイルミュージックフェスティバルにて，キッズマルチポンチョ200枚をご寄贈

いただきました。 

・一澤信三郎帆布：スマイルミュージックフェスティバルの笑顔の絵授賞式の賞品として鞄を３品ご寄贈いただ

きました。 

・玩具と文具あさだ：スマイルミュージックフェスティバルの笑顔の絵授賞式の賞品として文具3品ご寄贈い

ただきました。・ 

・三幸商事：スマイルミュージックフェスティバルのポスター・チラシをご寄贈いただきました。 

・佐々木順子様：グランドピアノをご寄贈いただきました。 

 

 

 

 

 

〇スマイル実行委員会 

・京都市東山区社会福祉協議会 

・東山区ボランティアセンター 

・京都市東部障害者地域生活支援センター「らくとう」 

・京都市東山区青少年活動センター  

協力：東山区地域力推進室 

 

〇連携先 

東山区社会福祉協議会，京都市福祉ボランティアセンター，京都市市民活動総合センター， 

下京区社会福祉協議会，京都市いきいき市民活動センター，他 

〈岡崎いきいき市民活動センター〉連携先 

京都市文化市民局地域自治推進室，京都市岡崎魅力づくり推進協議会，岡崎自治連合会，左京区地域力推進室 

錦林小学校，岡崎中学校，錦林児童館，京都文教中学，高等学校，東山中学・高等学校，岡崎幼児園，聖護院保

育園，だん王保育園 

賛助会員・寄付者について 

ご支援いただいた団体・企業 

関係先 

東部支援センター「らくとう」向井さん 

音楽とは、言葉を交わさなく

ても人を笑顔にさせてくれて、

心を満たしてくれる存在であ

る。音の風の皆さんとの活動

を通じて、気付いたことです。

これからももっとスマイルの輪

を広げていきましょう。 
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新聞に掲載していただきました 

  スマイル福祉教育の模様取材 

 ←東山区開晴館小中学校での授業 

  京都新聞朝刊 2018/1/16掲載 

       

← スマイル練習の模様取材  

ふれあい会with ふらっと♭ 

京都新聞朝刊 2018/2/27掲載 

 

スマイルミュージックフェス本番 

工房ソラ＆山科教室 

京都新聞朝刊 2018/3/5掲載 

         ↓ 
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