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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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2018 年度事業及び組織体制 

事業実施体制 

【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   庄 林 幸 士   

 理事会 【事務局】 
西 野 桂 子 

藤 野 正 弘 

米谷亜由美 

前 滝 康 彦 

引 地 尚 子 

【ＯＳＦ】 
 菊地美紀子 

 小 川 和 寧 

 小 野 貴 志 

 大 垣 広 晃 

 平 井 寛 爾 

 森 亜 紀 

【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  

        斉 藤 真  人 

  

●非常勤職員 

藤 野 正 弘    長 尾 操 

前 滝 康 彦   岡田美智子 

伊 藤 康 治   山 尾 優 子 

※OSF：音の風サポートスタッフ 

事 業 

 委託事業 

その他 

貸館事業・その他 → ①space ONZO 貸館事業  ②space ONZO イベント 

 

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12回スマイルミュージックフェスティバル 

 

音の風ミュージックサロン  

① ポップスコーラス   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 

⑤ ポップスコーラスアドバンス ⑥こどもコーラス「Comodo」 

 

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 

岡崎いきいき市民活動センター指定管理業務(８年目) 

① 市民活動活性化事業 

 大学・学生連携事業「岡崎ワールドミュージックフェスタワークショップ」他 

 高齢者交流事業「岡崎歌声クラブ」「中高年のためのピアノサロン」 

 地域交流・連携事業「岡崎いきセン紹介月間」，「わいわい文化祭」他 

 文化芸術交流・連携事業「レコード楽譜図書館9・10」 

 「OKAZAKI LOOPS PARK STAGE」他 

 市民活動支援事業「岡崎いきセン紹介月間＆チラシ講座」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） 

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 
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昨年度，音の風の新たな拠点「space ONZO（スペース オンゾ）」がオープンしました。利用促進等，その維

持管理のあり方についてはまだまだ課題は残っているものの，音の風が「拠点」を構えた意義は大きいと考えて

います。 

元号は改まりましたが，これからの社会，立ち向かうべき課題は山積です。長寿社会における生きがいづくり，

障害の有無を越えた自己表現の場づくり，国籍や民族を越えた共生，性的マイノリティへの理解と尊重，子育て

も自己実現も，仕事だけでない「もう一人の自分」の活かし方や輝き方… 

あらゆる人たちが多様性を認めながら共に生きていく上で，地域社会における文化活動の役割はますます高

まるといっても過言ではありません。音の風はこれまで，「音楽と福祉」をキーワードにあらゆる事業を行い，

実績を積み上げてきましたが，もしかしたらこの先，先に述べたような社会の「変化」に適応し，かつ未来を先

読みしていく中で，強みは活かしつつも，これまでの視点や枠組みを変えることが必要になってくるかもしれま

せん。 

そんな時代の中で，新たな拠点としての「space ONZO」は，単なる「貸しスペース」という存在を越え，地域

に対して，また社会に対してどんな価値を生み出すでしょうか。また生み出すべきでしょうか。内向き思考から

転換し，闊達なアイデアと行動で世の中に問うていく必要があるのではないでしょうか。 

最近の世の中の流れを見ていると，行政政策において，NPO法施行あたりから20年ほどの潮流であった協働

政策，すなわち市民セクターと行政とが連携して地域や社会の課題解決にあたっていこう（現実は，それは時に

お互いが「依存する」関係でもありました），という方針・考え方が見直しの段階に来ているようにも思えます。  

つまり，NPO・市民活動団体にとっては優しくない，あえて「好意的」に捉えれば，NPO・市民活動団体だか

らと言って特別扱いされない方向に行きそうな気がしています。そうした意味においても，「事業やお金が向こ

うからやってくるのを待っている」だけでは少々危うい時代に入ってきたようにも思えます。 

少々「過激な檄文」になりました。なぜそんなことを書いたのか。それは，逆に言えば，私たちの意思や行動

で新たな社会を作っていくためには良いチャンスとは言えるのではないか，と思うからです。音の風は，「space 

ONZO」から社会に向けて何を発信できるか。「ここから始まる何か」をみんなで考え，行動しませんか？ 

（Report：理事・滋野浩毅） 

 

 

 

  

「space ONZO」は何を生み出すか，生み出すべきか 
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2018 年度のトピック 

 

 

 

音の風の活動拠点「space ONZO開設！」 

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

の確保を目指してまいりました。2017年，京都市左京区岡崎の賃貸物件が候補とし

てあがり，検討をはじめ，同年11月に入居することが決定しました。以降，少しず

つ開設準備を始め，2018年4月より名称を「space ONZO」として本格的に稼働を

スタート。ミュージックサロン事業をはじめ，貸し館事業やイベントを開催してい

ます。 

 space ONZOでは，音の風のミュージックサロン事業のうち，ピアノサロン，新規

コースである，ポップスコーラスアドバンス，子どもコーラス「Comodo」のレッス

ンを行っています。貸館事業については，まだまだ利用が伸びずに苦戦してはいますが

space ONZO自体の認知度を上げていくために，オープニング事業「クラビラキ」などの

イベントを開催しました。 

 拠点確保の最大の目的は，音の風の安定的な運営を目指した収益事業の強化です。こ

の場を音楽活動の拠点として盛り上げていくことが，ひいては音の風の全体の事業の発

展につながります。1年目は，すこしずつ種まきを進めてきましたが，2年目はその種

が芽吹くことを期待しています。 

 

 大学と地域の連携 

  ―京都女子大学音楽教育学専攻「京女の“音楽”宅急便」の活動― 
 

2018年度より，京都女子大学発達教育学部教育学科音楽教育学専攻の

学生による，地域貢献活動が始まりました。京都女子大学とのつながりは

過去にもあったのですが，今回は，地域との連携にあたり，先生方から，

地域とのよりよい連携のために，教員を対象とした勉強会をして欲しいと

の要望を受けて，京都市の大学と地域の連携の事例や，東山地域の現状，

音楽活動の実際についてお話をしました。 

 本年度は，京都女子大学の「学まち推進型連携活動補助事業」に選定され，

①貞教ふくしまつり，②有済学区健康すこやか学級，③ケアセンターいまく

まの，④修道学区すこやか学級の計 4 回の連携活動に取り組むことができ

ました。各活動には，専攻の先生方も音楽活動や進行のサポートに入ってく

ださるなど，とても積極的に関わっていただくことができ，地域からも「本

格的な音楽に触れることができる貴重な機会」として，次回を期待する声が

たくさん上がりました。（ Report：西野桂子） 
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音楽ボランティア派遣事業：単発活動 

事業報告 1-1 音楽ボランティア派遣事業：定期活動 

2018年度事業報告 
  

 

  毎月の再会を心待ちにしています。 

 また来月お会いできるのを楽しみにしています♪ 
 

 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。 

 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，参加型のプログ

ラムで利用者さんと共に音楽を楽しんでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      月輪健康すこやか学級  

          東福寺 
 

毎月第3火曜日の午後2時に，旧月輪小学校校舎に40名の方々が集い

歌う「すこやか学級」。2 名のボランティアが，ピアノと歌とヴァイオリ

ンでサポートしています。季節の童謡唱歌，演歌，懐メロ，フォークソン

グまでレパートリーは幅広く，教室には豊かな歌声が響きわたります。曲

の裏話や時代背景，健康維持のための情報もお伝えしています。歌の合間

には，音楽に合わせた手遊びや体操で盛り上がり，時にはリクエストがか

かり私達の演奏を披露することもあります。皆さんこの教室で童心に戻

り，青春時代を懐かしみ，満面の笑顔になって帰って行かれます。お一人

お一人ともすっかり顔なじみになり「今日も楽しかった。ありがとう。」

とお声掛けに来てくださることは，何よりの喜びです。 

( Report：吉村裕子） 

 

 

活動先 担当 回数 

葵デイサービス 溝川 4 

葵デイサービス 高橋 6 

やすらぎ 河野 11 

清水学区健康すこやか 水沢 4 

フェアウインドきの 岡本 7 

洛東園デイサービス 米谷 12 

粟田学区健康すこやか 三井 10 

サポートセンターめい 菊地 12 

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 8 

合計 97 

PICK UP 
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音楽ボランティア派遣事業：単発活動 

 

初めての出会いに感謝。 

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，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。 

 地域のすこやか学級や，イベントのコンサートなど依頼は様々です。初めて出

会う方も多いので，どんな方がいらっしゃるのか想像しながら準備や練習をし，

一緒に口ずさんで下さり活動後には会場が温かい雰囲気に包まれています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

活動先 回数 

稚松学区くつろぎひろば 下京社協 1 

ジョイントほっとウクレレ教室 6 

洛東園 もみじの家 4 

修道学区健康すこやか 1 

放課後デイそらまめ 4 

平野デイサービス 1 

高野デイサービス 2 

洛和グループホーム壬生 1 

放課後デイ・ま～ぶる二条 1 

東山ケアセンターそよ風 3 

くじけんな会（山科身障会館） 1 

西院マリアヴィラ 1 

鳥羽ホームデイサービス 1 

東山区民ふれあいひろば 1 

錦林保育園 1 

聖護院保育園 1 

合計 30 

 

           放課後デイそらまめ 

 

  12/25と3/29，障害のある子ども達の放課後デイそらまめへ。利用

者さん，スタッフさん総出の仮装で民族楽器のちんどん練り歩き入場，米

谷さんのキーボードと私のライアで12/25はクリスマスソング，3/29は

春の歌や卒業の歌。そして八田先生のマジック。そんなプログラムも関係

なく利用者さん一人一人がもつ興味は違います。パーカッションに夢中な

子，ケン玉に夢中な子などなど。一人の子が太鼓を叩き始めたのをみて炭

坑節をくりだすと，その子の太鼓はリズミカルになり，スナップをきかせ

て力強くなっていきました。この子のこんな姿は初めてみた，とスタッフ

の方。 用意したプ

ログラムを度外視

してでも，その場

の状況に注目した

臨機応変に対応す

ることでいろんな

発見があります。

音・音楽が人の潜在力を引き出すことを改めて感じました。 

( Report：馬場雄司） 

 

事業報告 1-2 

＜30年度 音楽ボランティア派遣事業総括＞ 

 

活動件数：125件(前年比 -23 ％) 

定期活動：11ヶ所97件 収入142,320円 支出 56,910円(29年度12ヶ所123件 収入163,500円 支出 72,932円） 

単発活動：30件 109,240円（29年度 40件 収入171,660円） 

担当者：高橋，溝川，小川，岡本，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：251,560円（29年度 335,160円 前年比75％） 

定期活動先は29年度と同じ。定期活動，単発活動共に減少となりました。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ります。 

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 

 

 音楽の機能を最大限に活用して。 

 たった一つの音に耳を傾けながら。 
 

 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。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

 

  

活動先 担当 数 

グランダ山ノ内 大槻 12 

洛西ふれあいの里  

デイサービス 

今井・大槻 48 

ＬＰＷ 

(ひきこもり支援) 

大槻 48 

ＬＰＷ（個人ピアノ） 大槻 7 

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・村田 32 

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 16 

山科ウクレレ教室 駒井 17 

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 

個人セッション 西野 8 

合計 294 

 

      山科歌声教室 

          障害者支援施設 

 

月2回 第1第3月曜日に寄せていただくようになって，4回目

の春を迎えました。 

歌声教室 ということで，良い声が出るように ストレッチ 腹式

呼吸 声の響かせ方 などボイストレーニングから始めます。 

そして，季節の歌・童謡を中心に，毎回 4〜5曲を選び，日本語

の歌詞を味わい，曲々に広がるイメージや面白さを確かめ感じなが

ら，お一人お一人の心の思いをのせていただいて歌う時，声も響き

が増して伸びやかになり，歌う喜びが倍増しているのを感じていま

す。 

「心も顔(体)もほがらかにしていただくと，声も柔らかくいい声に

なります」といつもお伝えしています。 

歌を通して心が自然に開かれ，ご一緒に心を響かせ合いながら歌

えたと感じる時，また笑顔で楽しかったと帰られる時など，いつも

心に花が咲いたような幸せを感じさせていただいています。 

（ Report：小河 真弓）                      

 

PICK UP 

♪山科ウクレレ教室♪ 

♪大照学園♪ 

♪洛西デイ♪ 
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アーティスト派遣事業：単発活動 

 

 生の醍醐味。 

演奏に耳を傾け一緒に楽しんで♪ 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

活動先 回数 

大原野の杜コンサート 1 

貞教学区シニアクラブ総会 1 

福知山学園（むどべ翠光園） 1 

社会福祉法人フジの会 フジの園 1 

伏見精神保健福祉センター 1 

京都府障害者支援課 1 

山科身障会館 （秋まつり・年忘れ会） 2 

橘大学 手作り楽器制作コンサート 3 

西院マリアヴィラ 1 

洛西ふれあいの里更生園 2 

尚徳健康すこやか    1 

若者と家族のライフプランを考える会      8 

稚松くつろぎひろば 1 

デイサービスひまわり 忘年会 1 

のぞみ工房 新年会 1 

中久世社協「ひなまつり会食会」 1 

東山選管委員会 1 

音楽ボランティア初級研修 1 

合計 29 

 

    福知山学園 クリスマス会 

 福祉施設で演奏するのは初めての経験で緊張する中，扉が開き，

演奏しながらの入場。最初は無我夢中でしたが，ご一緒した西野さ

んにリードしていただき，無事に終えることが出来ました。 

サンタクロースの衣装を着て，クリスマスソングを中心に，会場

の皆さんも参加出来るプログラムを，ピアニカとアコーディオンの

組み合わせで演奏。「もろびとこぞ

りて」では，ミュージックベルを参

加者に演奏していただき，一生懸命

の演奏，終わった後の参加者の嬉し

そうな笑顔を見て感激しました。唄

のリクエストもあり，会場が一体と

なった素晴らしい時間になりまし

た。 

これからも，音楽の力で，人が笑

顔に，人が輝けるよう，少しでもお

役に立てればと思っています 

( Report：山下 サトシ） 

西院マリアヴィラにて 

事業報告 2-2 

PICK UP 

＜30年度 アーティスト派遣事業総括＞ 

 

活動件数：323件（前年比 -16％）  

定期活動：15ヶ所294件 収入2,337,732円 支出1,612,274円（29年度14ヶ所324件，収入2,404,492円 支出1,657,153

円） 

単発活動：29件 収入491,300円 支出389,170円 (29年度18件181,272円 支出115,800円) 

リーダー：西野，今井，大槻，八木，宮原，あかし，藤井，駒井，村田 他 

事業収入：2,829,032円(29年度2,585,764円 前年比109%) 事業支出：2,001,444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-9％（29年度324件），単発活動161％

（29年度18件）となっている。単発活動は一か所で複数件の依頼を受けており，事業収入増につながっている。 
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事業報告 3 
 

 笑顔いっぱい 

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は，今年１２回目の開催となりました。 

これまでの積み重ねの上に，さらに誰もが主役となれるように，かかわる人たちのつながりが増すようにという願いをもっ

て，準備がスタートしました。 

そのような思いを具体化した活動として，会場を飾る，子ども達が描いてくれた「笑顔の絵」の入賞に，出演者賞を新設

し，各出演チームに入賞作品を選考していただくと共に，入賞者へのプレゼンターもお願いすることになりました。笑顔の絵

を仲立ちに，子ども達と当事者さんが直接出会う機会となりました。 

また，音の風のスマイルに関わるメンバーのメーリングリストが今年は活発に使われ，各出演チームの準備の進み具合が時

には写真付きで伝わり，困っていますとの情報が流れて来ると，いろんな方から暖かい返信があったり，本番の内容の確認を

し合ったり，当日会場で顔を合わした時に，すぐに話もはずみ，横のつながりが深まったことを実感しました。 

今回の反省点として，お預かりしている笑顔の絵の一部を傷つけてしまった事がありました。反省点も引き継がなくてはな

りません。 

スマイルミュージックフェスティバルに関わって下さったすべての皆様に心から感謝いたしますと共に，今後ともこのよう

なすばらしい音楽の風が，今回は関われなかった会員の方や，その他の方々にも届きますようにと願っています。 

                                                   （ Report：池田宏子） 

 [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（敬称略・順不同） 

出席者：ＮＰＯ法人音の風担当 米谷，小川，西田，滋野，吉村，李 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 油納，京都市東山青少年活動センター担当 岩本，(協力東山区役所オブザーバー 

杉本,，若井) 

実行委員会：平成30年6月19日(火)，10月18日(木)，平成31年2月5日(火) 

 [事業] 

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30年11月24日(土)東山区民ふれあいひろば2018  ふれあい会 with ふらっと♭ 出演 

〇第12回スマイルミュージックフェスティバル 

平成31年3月3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182作品の応募があった。31年2月12日～3月1日まで東山区総

合庁舎１階展示 space 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3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30年1/17,2/28, 

② かしの木学園 平成31年1/10, 15, 2/7, 12, 26 

③ ほっとヴォイス 平成30年12/21 平成31年1/25, 2/15, 3/1 

④ メレ･マカニ♪ 平成30年1/19, 2/2, 16, 3/2 

⑤ 大照学園授産部 平成31年1/11, 25, 2/8, 22 

⑥ 友克＆ヤス 平成30年12/23, 平成31年 1/20, 2/9, 24 

⑦ なづな学園 平成30年12/25,平成31年1/8, 24 ,2/12, 26 

⑧ ふれあい会with ふらっと♭ 平成31年1/18,25, 2/15, 22 

【助成金】  

京都市人権啓発活動補助金91,580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 12回 スマイルミュージックフェスティバル 
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 スマイルミュージックフェスティバル 

 笑顔の絵と福祉教育 

  スマイルミュージックフェスティバルへ向けて，各チームの練習，発表も一つの活動ですが，それと併せて，笑顔の絵と福

祉教育を行っています。2018年度は東山区の小中一貫校2校の1年生を対象にスマイルミュージックフェスティバル福祉教

育として実行委員会の支援センターらくとう，東山区社会福祉協議会とで行いました。1年生に福祉や障がいとはと伝えるの

は少し難しく，どういう風に言えば伝わるかと考えながら行いました。まずは家に車椅子や乗っている，杖をついているおば

あちゃんが居る家庭のことを例に出しながら，スマイルミュージックフェ

スティバルの練習風景のビデオを見てもらい，「同じ地域にも車椅子の人

もたくさん居るんだよ」ということを伝えることに結びつき，誰もが住み

やすい街になるようにはどうすれば良いかなどお伝えしました。生徒たち

からは，「ゆっくりでも頑張ってはる」などそれぞれ感想ももらいました。

その後，当日ステージでの発表者を応援する「笑顔の絵」の制作を依頼し，

授業は終了しました。 

（Report:米谷亜由美） 

 [実施日] 

〇京都市東山開晴館小中学校 

対象 1年生×3クラス（90名） 

日時 平成31年1月8日(火) 2～4限目 

 

〇京都市東山泉小中学校 

対象 1年生×3クラス（92名） 

日時 平成31年1月29日(火) 1～3限目 

 

[第12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：小嶋郁子） 

 “この歌を届けよう！！” 

OLPSはこの5月で7年目を迎えました。 

 楽しくわかりやすいあかしなおこ先生のご指導のも

と，月2回20数名のメンバーと和やかに練習をしてい

ます。 

 これまでに，みやこメッセでの左京いきいきフェスタ

をはじめ，府立文化芸術会館での「京うさみコンサー

ト」，平安神宮前に停められたトラックの特設ステージ

でNHKの”旅ラジ”という番組にも出演し，京都岡崎

からネットを通じて世界中の人たちに歌声を届けること

ができました。 

 2018年度はロームシアター京都でのリブ・リブ・ラ

イブ，岡崎ループスでの発表。法然院での悲願会コンサ

ートでは本堂で歌うという貴重な経験もさせていただき

ました。12月には近くの保育園を訪問し，手遊びやゲ

ームを交えてクリスマスソングを歌いました。目を輝か

せて聴いてくれる子どもたちの笑顔にとても癒されまし

た。 

 岡崎わいわい文化祭，くまのまつり（京大熊野寮のイ

ベント）にもオファーをいただき，これからも地域に根

差した音楽活動を広めていきたいと思います。ぜひ貴方

もご一緒に！ 

 

つづければつづけるほど 

チームワークに磨きがかかります！ 
 

 30 年度もたくさんの場所で発表する機会に恵まれまし

た。京都岡崎音楽祭「OKAZAKI LOOPS」に前年度から連続

して出演。法然院「悲願会」では，またまた本堂でご本尊

を背に歌わせていただき，気持ちが引き締まりました。 

恒例のミュージックサロンコンサートでも，岡崎リトルポ

ップスターズ(OLPS)のカラーを多くのお客様にお伝えでき

ました。クリスマスにはなんと2か所の保育園に呼んでい

ただき，メンバー発案の手遊び歌遊びも大好評で大変盛り

上がりました。  

 丸5年が過ぎた岡崎リトルポップスターズ（OLPS）です

が，レパートリーは気が付くと40曲近くになっています。

どれも何回でもやりたい曲ばかりですが，進歩しつづける

ためにどんどん新しい曲にチャレンジしています。これか

らもOLPSらしさを大切に，とにかく「楽しく」，素晴らし

いチームワークで歌っていきます！  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【30年度事業概要】 

開催期間：平成30年4月～平成31年3月 

講師：あかしなおこ  

事業収入：883,420円   事業支出：288,521円  

在籍数：23名，入会者数：5名，退会者数：4名 

(前年度22名） 

〇練習 

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  

〇コンサート 

6/10 京都岡崎音楽祭（岡崎 Loops），9/8 ミュージックサ

ロンコンサート，2/2岡崎わいわい文化祭， 

 

 洋楽邦楽問わず，誰もが親しみやすいポップスソングや

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：ポップスコーラス 
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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：水田哲生） 

 2018年度もいくつかのステージに立つことができま

した。6月23日に岡崎公園Loops Park Stage，9月8

日にロームシアター京都で Music Salon Concert，2月2

日に京都市国際交流会館で岡崎わいわい文化祭，と盛り

だくさんでした。自分たちのレッスンと並行して9月

にステージを迎える「短期ゴスペルコーラス」の指導に

協力させてもらいました。発表会後にはシャイニングス

ターズに加入をお誘いし，ゴスペルを通じて知り合うこ

ととなった皆さんとの縁を切ることなく，引き続き一緒

に活動を続けていこうという仲間を何人か得ることとな

りました。新たな仲間とともにパワーアップし，これか

らの展開が楽しみです。また大きなトピックとして，4

月にオープンされたばかりの space ONZOでレッスンを

始めました。狭い部屋ながらもグランドピアノで気持ち

よく歌うことができ，これまでのレッスン以上に熱が入

っているかもしれません。 

 通常は毎月に二度（第一，第三土曜日）に１時間半の

レッスンですが，ストレッチから始まって「音を出す」

ことの意識を常に持ちつつ，みんな笑顔で歌っていま

す。とにかく楽しいので。シャイニングスターズってど

んなものかと少しでも興味を持たれた方は気軽に見学に

来てください。                           

 

ゴスペル音楽の魅力と楽しさを 

 伝えよう！ 
 

 今年度で結成4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。30年度は，悪天候

によるイベントの中止もありましたが，ロームシアターノ

ースホールでのサロンコンサート，岡崎わいわい文化祭の

ほか，地域のイベントや施設の訪問演奏等に参加しました。

岡崎いきいき市民活動センター主催の「ロームで歌おうゴ

スペルコーラス」では，指導やサポートに回ってその場を

盛り上げ，また，岡崎わいわい文化祭では「岡崎リトルポ

ップススターズ」合同で小道具や楽しいリアクションで素

晴らしいステージを披露しました。 

会員メンバーの中には有志が集まって積極的に地域イベ

ントに参加することもあります。 

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。 

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。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【30年度事業概要】 

開催期間：平成30年4月～平成31年3月 

講師：濱田のぶよ  

事業収入：550,800円   事業支出：268,398円 

在籍数：14名，入会者数：4名，退会者数：2名 

（前年度12名） 

〇練習 

日時：第1,3土曜日 11:00～12:30 

場所：space ONZO 

〇コンサート出演 

 6/10 京都岡崎音楽祭（岡崎 Loops），9/8 ミュージック

サロンコンサート，2/2岡崎わいわい文化祭， 

 

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 
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事業報告４-３ 

【歌声教室】         （Report:矢島煕） 

歌声教室第２金曜コースに参加しています。音の風編

集の曲集は楽譜付きで，歌いやすい音程で書かれており，

歌ったことのない曲もすぐに歌えて便利です。童謡・唱

歌・演歌・ポップス等幅広く元気いっぱい，楽しく歌って

います。 

博識な宮原先生による曲目の解説に納得しています。

宮原先生のすばらしいギターの弾き語りも毎回楽しみで

す。私はコーラス，カラオケも趣味ですがそれでは味わえ

ない楽しさ溢れる歌声教室です。 

 

 

 「仲間づくり，健康づくり， 

自己表現の場」から，「地域への貢献」

として進化しよう！ 
 

 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。歌声

教室は「仲間づくり，健康づくり，自己表現の場」として

定着してきました。 

講師の宮原先生の指導は，単に歌を歌うだけにとどまら

ず，いろいろな話題を織り交ぜながら楽しく指導され，『2

時間の練習がアッという間におわってしまう』との評判で

す。練習後の参加者メンバーの方が，いきいきした表情で

帰られる姿をみると，なんとも微笑ましい気分になります。 

 今年度の活動としては，「わいわい文化祭」の出演のほか

に，昨年度に引き続き川端警察主催のイベントにも参加し

ました。 

 「わいわい文化祭」においては，「テネシーワルツ」を英

語で歌い，「おてもやん」では歌詞カードを放り投げるパフ

ォーマンスをし，手拍子をしながら迫力満点で歌いました。 

 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，「仲間づくり，健康づくり，自己表現の場」

にとどまらず，今後は「地域の貢献・活性化に側面的な支

援」へと発展できるよう努めたいと思います。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【30年度事業概要】 

開催日時：平成30年4月～平成31年3月 

講師：宮原・花田・池田（真）・小河・谷口・村田 

事業収入：349,920円 支出：166,867円 

在籍数：62名，入会者数：20名，退会者数：10名， 

(前年度52名) 

※第2金曜コース 

在籍数：36名，入会者数：9名，退会者数：3名 

※第4金曜コース 

在籍数：26名，入会者数：11名，退会者数：7名 

〇練習日 

日時：第2金曜，第4金曜13：30～15：30 

開催場所：岡崎いきいき市民活動センター 

〇コンサート出演等 

 10/6 川端地域安全運動スタート式，2/2 岡崎わいわい

文化祭 

 

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 
 

  「ピアノ」で繋がるコミュニティ。 

 そして，日々の活力に繋がる。 

 
 中高年のためのピアノサロンが再スタートして，２年半

経ちました。少しづつですが会員も増え，和やかな雰囲気

の中，皆さんピアノの練習に励んでいます。会員さん同士

の交流も深まり，ピアノ話題にとどまらず日常のことや世

間話で待ち時間を過ごすも，レッスンの順番が回ってくる

と，真剣にピアノの演奏に取り組んでいます。 

 本年度から，space ONZOを練習場所として，グランドピ

アノでレッスンを受講しております。はじめは皆さん遠慮

しながら弾いておられてのですが，今は堂々としっかりと

した音を奏でています。 

また，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，クリスマス発表会，space 

ONZOイベントの「ブルクミューラ全曲演奏会」「クラビラ

キ」と，昨年度に比べ発表の機会増え，益々ピアノ親しん

でいただけたと思います。 

 これからも，みんなで楽しく気軽にレッスンできる場と

して，また，ピアノを演奏することの楽しさを知ってもら

うため工夫を行い，会員の方の日々の活力となるよう，取

り組んでいきたいと思います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【30年度事業概要】 

開催日時：平成30年4月～平成31年3月 

講師：前滝康彦  

事業収入：402,570円   事業支出：223,016円 

在籍数：6名，入会者数：3名，退会者数：3名 

（前年度6名） 

〇練習 

日時：隔週水曜日 13:30～15:30 

場所：space ONZO  

〇コンサート出演 

6/27 夏のプチ発表会，9/8 ミュージックサロンコンサー

ト，12/19クリスマス発表会 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリスマス発表会の様子 

ミュージックサロンコンサート 

【中高年のためのピアノサロン】 

             （Report：正木陽子） 

近所の方の紹介でピアノサロンに入会して早 1 年経ち

ました。隔週水曜日のお稽古が私にとって気持ちよく，何

とか続けることができました。 

子どもの頃にほんの少し習ったことはありますが，遊

びや勉強にと口実を作って続けられなかった事を悔やん

でおりました。ブルクミューラから学びなおし，今はソナ

チネに取り組んでいます。 

この 1 年，「夏のプチ発表会」「ミュージックサロンコ

ンサート」「クリスマス発表会」そして「ブルクミューラ

全曲演奏会」と，色々経験させてもらえたことに感謝して

います。 

緊張で頭が真っ白になり途中で忘れたり間違えたりし

ましたが，この緊張感が少しは老化防止に役立っている

かしらと思っております。この調子でレパートリーを増

やせたらと願っております。 

メンバーの方の選曲や弾いておられる姿に刺激を受

け，私も少しでも近づきたいと思います。 

 

              

 

 

 

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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事業報告４-５ ミュージックサロン事業：ポップスコーラスアドバンス 

 

ジャンルを超えて 

洗練されたハーモニーを目指す 

 新しいコーラスです 

 
 2018 年度 9 月発足。クラシックのみでもなく，ポップ

スのみでもなく，ジャンルにこだわらず1曲1曲丁寧に洗

練されたハーモニーの完成を目指して練習する，新しいチ

ームです。 

16 小節を丁寧に練習するのに 1 時間半かけた日もあっ

たほどの，ひとつひとつの音を大切に扱っています。現在

メンバーは7名。根気と復習が必要ですが，皆さんとても

熱心に，“アドバンス”の名に恥じないようご自宅でも練習

をしてこられます。 

3/24にspace ONZOのオープニングイベントにて初ステ

ージを踏みました。たった2曲でしたが，お客様にはその

クオリティがしっかり伝わったようです。これからも地道

にレパートリーを増やしながら，がんばっていきます。一

緒にがんばってくれる仲間を大募集中です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【30年度事業概要】 

開催日時：平成30年9月～平成31年3月 

講師：あかしなおこ 

事業収入：154,980円   事業支出：125,893円 

在籍数：7名，入会者数：8名，退会者数：1名 

〇練習 

日時：第1,3火曜日 18:30～20:00 

場所：space ONZO  

〇コンサート出演 

3/24クラビラキ（space ONZO） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ポップスコーラスアドバンス】 

             （Report：堀井啓子） 

”より素敵なハーモニーを求めて” 

昨年9月より月2回火曜日の夜に，あかしなおこ先生の

明るく楽しくそしてきめ細やかなアドバイスを受けて練

習しています。 

当初のメンバーは3名でしたが，現在は男性の方も含め

7名になりました。 

慣れない英語の歌詞には苦労しましたが，3 月下旬の

space ONZOのクラビラキで無事初デビューできました。 

今後，様々なジャンルの曲に挑戦し，少しずつクオリテ

ィの高いポップスコーラスにしていきたいです。 

今年秋のロームシアターでのステージ発表で，聞いて下

さる方々に伝わるコーラスができるように，練習を積み重

ねていこうと思っています。 

まだまだ今回のステージがスタートです。 

歌うことが好きで，洗練されたポップスコーラスをめざ

したい方の入会をお待ちしています。 

              

 

 

 

Space ONZOオープニングイベント「クラビラキ」で，

初ステージ！ 
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事業報告４-6 ミュージックサロン事業：こどもコーラス Comodo 

【子どもコーラスComodo】 

       （Report：小野景子（メンバ―保護者）） 

こどもコーラス Comodo が始動してからはや 5 ヶ月。

最初は「コーラスって，どんなことするの？」と少し不安

そうだった娘が，毎週木曜日になると弾けるような笑顔

でレッスンから帰宅する毎日です。 

学年も性別も，通う学校も異なる３人が，同じ空間でハー

モニーを奏でる，その刺激は私たち親が想像していた以

上に，娘にとってとても大きな経験になっているようで

す。「今日は，この歌の英語の歌詞をみんなで勉強したよ」

「今日は振り付けをみんなで考えた！」「今日はナレーシ

ョンを考えたよ」毎回新しいワクワクを持ち帰る様子を

見て，ああこんな素敵な場所に巡り会えて本当に良かっ

たなあと，親として何より嬉しく思っています。 

また，結成からまだ間もないにも関わらず，space ONZO

の部屋を飛び出てたくさんのステージにも立たせて頂き

ました。ひとつひとつのステージを経験し，たくさんのお

客様や共演者の方々と接する中で，小さな自信と，そして

メンバーとの絆が，しっかりと芽生え始めているようで

す。 

いろんなカラーを持った子どもたちが，講師のあかし

先生の元で伸び伸びと成長する姿を見て，そして子ども

たち３人の化学反応を見て，これからたくさんの仲間が

増えることを願ってやみません。「みんな違って，みんな

いい！」を今まさに体感している子どもたち，きっと今ま

で以上に，楽しい化学反応と，美しいハーモニーが聴ける

のだろうなと，私たち親もワクワクしています。 

 

 

子どもたちひとりひとりが 

 輝くコーラスを！ 

 
 11 月から開講しました Comodo はメンバー現在 3 名で

すが，スターティングメンバ―としてこの3人が集まって

くれたことは，ひとつの奇跡かもなぁと思えるほど，この

半年近くの間に素晴らしいチームに成長してくれました。

練習の時間は，ただ講師の指示を仰ぐだけの時間ではなく，

自分達でどう過ごすかを考えて行動する時間でもあります。

遊びたくなる時間もあれば，おしゃべりしたくなる時間も

あります。でも誰かが一生懸命練習していると，『あ，自分

も練習しようかな』と思えたりします。自主性を重んじる

中で，子ども達からの歌へのアイデアも生まれてきます。

そうやって，ひとりひとりがここにいる意味があることを

実感できるチームを作っていくことが，Comodo の目標で

あり，目的です。これからどんどん仲間が増えていくよう

に発表の場を増やし，様々な形でアピールをしていきたい

と思っています。 

 

【30年度事業概要】 

開催日時：平成30年11月～平成31年3月 

講師：あかしなおこ 

事業収入：120,120円   事業支出：101,350円 

在籍数：3名，入会者数：3名，退会者数：0名 

〇練習日 

日時：第1,3,4週木曜日 16:30～18:00 

場所：space ONZO 

〇コンサート出演等 

3/17じゆうなおんがくじゆうなダンス，3/24クラビラキ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「じゆうなおんがく，じゆうなダンス」で，記念すべき初ステ

ージ！（3月17日 見性寺ホール） 
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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

スホールで開催しました。 

入場者は300名（昨年度330名）を超えるイベントとなり

ました。 

 また委託業務の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「Live Live Live! 2018 笑顔

広がる市民コンサート」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 

１ Hosanna （ソエット・ゴスペル・クワイヤー） 

２ Glory, Glory, Hallelujah （黒人霊歌） 

３ Above All （マイケル・Ｗ・スミス） 

４ When The Spirit Of The Lord （Ｆ・ハモンド） 

５ World In Union （ホルスト） 

◆ポップスコーラス 岡崎リトルポップスターズ 

１ ビューティフル・ネーム （奈良橋陽子／武川行秀） 

２ にじ （新沢としひこ／中川ひろたか） 

３ エーデルワイス  

（Ｒ・ロジャース／Ｏ・ハマースタイン2世） 

４ 満月の夕 （中川敬／山口洋） 

５ また逢う日まで （阿久悠／筒美京平） 

◆ピアノサロン 

１ 春～四季より（ヴィヴァルディ） 藤澤孝子 

２ メドレー：波路はるかに～愛の喜び  山田雅美 

３ メドレー：虹の彼方に～見上げてごらん夜の星を 

     長谷川久美子 

４ 時代（中島みゆき） 足立桃子 

５ 乙女の祈り（バタジェフスカ） 浦野仁美 

６ 愛の夢（リスト） 吉田慎一 

◆講師演奏 

１ 涙そうそう （森山良子／BEGIN） 

２ Shuffle Prelude 

３ Pressing On （B・ディラン） 

◆全員合唱：手のひらを太陽に 

  （やなせたかし／いずみたく） 

 

今回3回目となるロームシアター京都ノースホールでの発

表会で，昨年度も出演した経験のあるメンバーの方は，リラ

ックスして落ち着いた表情で発表に臨まれました。それぞれ

工夫を凝らしたステージングで，参加者と観客が一体となっ

た発表会となました。 

 発表会終了後は，ゴスペルコーラス，ポップスコーラスは

「ひな野」，ピアノサロンは「rokujian」でそれぞれ打ち上げ

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。 

 
また，今年は京都岡崎いきいき市民活動センターより

「Live Live Live! 2018 笑顔広がる市民コンサート」のレポー

トを作成しました。素敵な写真と共に当日の様子，これまで

の歴史，そして，これからの取り組み等，コンセプトをご紹

介できる内容となっており，各いきいき市民活動センターの

他，京都市の主要施設（区役所，図書館等）に配架されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

  

＜30年度 ミュージックサロン事業総括＞ 

今年度は，ピアノサロンとゴスペルコーラスの練習を，新

拠点である space ONZOに移転，そして「Comodo」「ポップ

スコーラスアドバンス」２つのコースを新設等，音の風ミュ

ージックサロンにとって大きな変革の年でありました。 

時の流れとともに規模や形態は変わるものの，モットーで

ある「笑顔つながる，音でつながる」は変わらず，利用者の

方に寄り添い，音楽をする喜びを，そしてそれを皆に伝える

ことを使命として，益々発展させていきたいと考えておりま

す。 

       

（Live Live Live! 2018 笑顔広がる市民コンサート） 

日 時 ：平成30年9月8日(土) 場所：ロームシアター京都ノースホール 
出 演 ：岡崎リトルポップスターズ，シャイニング・スターズ ， 

中高年のためのピアノサロン  
出演者数：音の風ミュージックサロン 39名， 
     岡崎いきいき市民活動センター事業 62名 
観客数 ：300名 
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 事業報告 5 貸館業務・イベント space ONZO 

京都の文化の街，岡崎の 

新しい活動の場として。 
 

space ONZOが稼働し始めて早一年が経とうとしていま

す。 

 まずはピアノサロンとゴスペルコーラスのレッスン場所

が岡崎いきいき市民活動センターから space ONZOに変わ

り，さらに「子どもコーラス Comodo」と「ポップスコー

ラスアドバンスコース」が開講されました。現在では外部

の方々もレッスンや練習などにspace ONZOの各部屋をご

利用いただき，多様な音楽講座の場として動き始めていま

す。 

 space ONZOは音楽に限らず利用される方の様々なアイ

デアやご要望でバラ

エティ―に富んだ使

い方をしていただき

たいと思っておりま

す。そのイメージを

膨らませていただく

べく，音楽イベント

はもちろん，音楽とはジャンルの異なるイベントも企画，

運営しはじめています。 

 とは言え，まだまだ知名度の低いONZOです。多くの方

にご利用いただけるよう，これからも広報活動に力を入

れ，皆さまにご利用いただきやすい施設となるように努力

してまいります。（Report：引地尚子@space ONZO） 

 

ONZO主催イベント             
 

 space ONZO に多くの方に足を運んでみていただけるよ

う，楽しいイベントを随時企画しております。 

 

「ブルグミュラー25練習曲 全曲演奏会」 

 

日時：平成31年1月26日 

参加人数：29名（演奏者18名 同伴・見学者11名） 

 

ピアノをある程度習ったことがある方なら誰でも数曲は

取り組んだことのあ

る，「ブルグミュラー

25練習曲」の全曲を

演奏して，お互いに

聴き合おうという企

画でした。子どもか

ら大人までアマチュ

アからプロまで，多種多様な方々が一緒に音楽を楽しみ，

とても有意義な会となりました。 

 

「春色メイクレッスン」 

 

日時：平成31年2月23日 

講師：杉原秀美 

参加人数：9名 

 

 普段お化粧をされる方もさ

れない方も，気軽にプロの技

を習える場をという趣旨で，

講師の先生をお迎えして開催

しました。デモンストレーシ

ョンの後，参加者の皆さんの一からのメイクレッスン。メ

イクの悩みは人それぞれ，あちらこちらから先生へ質問が

飛び大忙しの中，皆さん春めいた表情に変わっていかれま

した。 

 

space ONZOオープニングイベント 

「space ONZOの クラビラキ」 

 

日時：平成31年3月23・24日 

参加者数（出演者含む）：約130名（演奏・講演者52名） 

 

 年度の終わりになってしまいましたが，space ONZOが

スタートしての記念の一大イベントを開くことができまし

た。演奏のプログラムが9演目，各種ワークショップが4

企画と，大変盛りだくさんの内容となりました。いずれも

プロからアマチュアまで，バラエティーに富んだプログラ

ムが並び，2日間とも館内は人で溢れ，多くの皆さんに内

部を見て知っていただける機会となりました。  
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事業報告 6 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 8年間が無事終了 

 2019年からの 3期目は 3年間 
  

いきいき市民活動センター(以下いきセン)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8年目を無事

終了しました。また今年度は次期の指定管理の申請を行い，

3期目3年間を継続して獲得しました。この3年間に，京

都市はいきセンの在り方について調査を行い，市内の13セ

ンターの存続，在り方が大きく変えようとしています。 

私たちは継続した指定管理を目指し，当団体ならではの

『音楽・文化を通した地域づくり』を進めていきたいと思

います。 

スタッフも福原

さんの代わりに，

新たに齋藤真人さ

んを迎えました。

デザインを得意と

され，センターのパンフレット，事業リーフレットなど今

までのスタッフ作成したものとは異なる素敵なものができ

ました。年度末には本館の階段壁面に，利用者と力強い大

きな木の絵を描きました。近くに来られた時はぜひご覧く

ださい。 

市民活動活性化事業はH30年度は年間13件の市民活動

活性化事業と2件の自主事業を開催しました。 

今年度も市民活動の育成に力を注いでおり，５年間毎月

続いている「レコードを聴く会」は次年度より市民の自主

的な運営に切り替わるように働きかけ，変わる予定です。 

OkAZAKI LOOPS PARK STAGE，わいわい文化祭，ロ

ームで歌おう～ポップス編・ゴスペル編～，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

て沢山の人同士や地域の繋がりをつくりました。それぞれ

の事業には，音の風のメンバーが参加し，講師等で活躍さ

れています。いきセンの短期講座から，コーラス，ピアノ

サロン，歌声クラブなどのミュージックサロン事業につな

がる事業も展開しました。 

また，岡崎地域の公共施設と地元の小中学校や，自治連

関係の組織，そして利用団体のコーディネートも活発にな

っています。昨年に引き続き，ロームシアター京都主催で

岡崎公園にて開催される，OKAZAKI LOOPS PARK STAGEの

出演者のコーディネートは，地元の小学校や支援学校，音

の風のメンバーなど様々な方々より行いました。自主事業

の防犯イベントでの振り込め詐欺の歌の合唱は，音の風ミ

ュージックサロンの歌声クラブの活躍が光っていました。 

コーディネー

ト依頼を京都市

交通局の若手職

員増客チームか

ら受け，動物園

でクリスマスコ

ンサートを開催しました。いきセン利用団体だけではなく，

音の風の嶋野さんにもお願いし，参加型で子供たちとボラ

ンティアでハンドベルを演奏しました。 

（report：曽和 泉@岡崎いきセン） 

 

市民活動活性化事業報告               

 ～広がる地域活動～ 
 

市民活動活性化事業とは，市民による自主的なまちづく

りを促進することにより，豊かで活力のある地域社会の発

展に資することを目的としています。当センターでは，「音

楽」と「市民活動」をキーワードに，「大学学生連携」「高

齢者交流」「地域交流連携」「文化芸術交流連携」「市民活動

支援」の５つの柱で13の事業に取り組みました。 

 

大学学生連携事業 

「岡崎ワールドミュージックフェスタワークショップ」 

 

日時：平成30年10月21日 

場所：妙傳寺 

参加人数：ワールドミュージックフェスタ約1000人 

事業費：50,676円 

連携：京都市動物園と京都精華大学， 

府立図書館と京都女子大学，NPO法人音の風 

 

4 年目になるワールドミュージックフェスタとは，セン

ターの近く，東山二条の角にある妙傳寺の本殿前と奥座敷

の2ステージで開催される世界の音楽と，近隣の飲食店に

よる屋台の音楽フェスです。いきセンは主にワークショッ

プを担当しています。今年度は京都市動物園，府立図書館

など岡崎地域の公共施設を巻き込み以下のようなワークシ

ョップや講演会を行いました。 

『逃げた動物を探せ』（のべ81名）動物園と精華大学の学

生と動物のが制作して隠した看板を境内から探す。 

『京都市動物園 講演会』（30名）タンザニアの講演会。 

『アフリカのお話読み聞かせ』（約40名）京都府立図書館

と京都女子大学。子ども向けに読み聞かせ。 
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『アフリカのうたを歌

おう』（約60名）音の

風のあかしなおこさん

によるアフリカの歌と

ダンスのワークショッ

プ。 

『フェイスボディペインティング』（約70名）（100円～）

音の風とボランティアを中心に，子どもたちにボディ＆フ

ェイスペインティングを行いました。 

 

高齢者交流事業「中高年のためのピアノサロン」 

 

日時：平成30年7月8日～9月5日 隔週水曜日 

発表会：平成30年9月8日 ＠ロームシアター京都 

参加人数：10名   

事業費：55,722円 

満足度：100％ 

 

 音の風のピアノサロ

ン同様，会話が弾むサロ

ン形式の講座でロームシアターの発表会に向けて練習しま

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。 

 

高齢者交流事業「岡崎歌声クラブ」 
 

練習日：平成30年12月～1月，4回 

発表会：2月2日 わいわい文化祭＠国際交流会館 

参加人数：延べ88名  発表会参加者：37名 

事業費：53,348円    講師：宮原春彦 

 

 今年度は発表会であるわいわい文化祭の意義を改めて説

明し，ただ自分たちが歌うのではなく，地域活性化，地域

貢献の意義について再度意識してもらいました。 

 

地域交流連携事業 「わいわい文化祭」 

 

日時：平成30年2月2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624人(内出演者325名) 

事業費：101,878円 

 

 わいわい文化祭は今年で9回目。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。 

 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

つ歌いました。また裏方として前岡崎魅力づくり推進協議

会で音の風会員の山下さんも参加されました。 

 

地域交流連携事業「京都岡崎ハレ舞台スペシャルパ

レード」でもりあがろう 

 

日時：平成30年9月15日（土） 

場所：岡崎いきセン音の庭，事務所 

参加人数：ボランティア：6名，ペイントされた子供74名 

事業費：14,642円 

 

 ディズニーパレード

に合わせ，子どもたち

に無料でワンポイント

ペイントを行いました。途切れることなく多くの親子連れ

が並び，普段センターを利用しないファミリー層にセンタ

ーをアピールすることができました。 

 

地域交流連携事業 

「復活：センター生まれ変わり大作戦」 

 

日時：平成31年2月，3月  

場所：岡崎いきセン 本館廊下，階段 

参加人数：10団体 

事業費：53,806円 

 

 経年劣化に伴い，平成

23 年度に塗った壁の絵の

一部が剥げてきました。セ

ンターを絵画で利用している方々と協力し，本館の玄関か

ら見える階段壁面に大きな木を描きました。また利用10団

体に声をかけて，丸く抜いたべニア板にサークルごとに絵

をかいてもらいました。 

 

地域交流連携事業 

「岡崎ガーデン倶楽部Ⅴ」 

日時：通年 場所：庭，ちびっ子広場 

 年間を通じて花があるセンター，手入れがされている庭

をイメージして利用者とともに活動しています。 

 

文化芸術交流連携事業  

「OKAZAKI LOOPS PARK STAGE」 

日時：ダンスパフォーマンス練習：5月，6月 

シンポジウム：平成30年6月17日(土)  

LOOPS PARK STAGE：平成30年6月23日，24日 

場所：シンポジウム：岡崎いきセン和室， 

パフォーマンス： ロームシアター京都 中庭 

参加人数：講演会：29名， 

パークステージ：参加団体：6団体 
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ビートルズを歌おう参加者：23名 

来場者数：約200名 

事業費：139,317円  

 

京都で障がいのある方々の

文化芸術活動の支援を普及す

るため，全国的に先進的な，障

がい者と芸術活動の取組，実践，研究している方の体験談

を聴く講演会を開催しました。 

 

LOOPS PARK STAGEでは，様々な出演者をコーディネー

トしました。6月23日は地元団体のほか，「ビートルズを

歌おう」を参加型で開催。講師

に宮原春彦氏を迎え当日リハ

ーサルと本番を行いました。 

6月24日は，“YOU’VE GOT 

A FRIEND”というテーマで

様々な障がいのある方々の素

晴らしいパフォーマンスを紹介

するステージにしました。会場はNPO法人スウィングの協

力を得て作成した大きな幕で飾りました。ダンサーの片山

さんの協力を得て裕一郎＆HIS FRIENDSのパフォーマンス，

音の風より沖縄の唄三線を玉木忍さんに披露していただき

ました。 

 

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30年9月8日（土） 

ポップス編練習 7/20～8/31：4回 18:30～20:00 

ゴスペル編練習  7/21～9/1：4回 13:00～14:30 

参加人数：ポップス編：20名，ゴスペル編：32名 

来場者数：約300名（内，出演者・スタッフ約100名） 

事業費：259,829円 

来場者アンケート：良かった97％ 

講師：ポップス・あかしなおこ，ゴスペル・濱田のぶよ 

 

 今年は台風で練習回

数がそれぞれ1回減っ

てしまいました。しか

し，各人の努力と音の

風ミュージックサロン

のメンバーのサポートで，短期間の中でも形あるものに仕

上がりました。コンサートは準備・片付けも出演者全員で

分担することでスムーズに進みました。この講座をきっか

けに 3～4 名の参加者がミュージックサロンに加入されま

した。 

 

文化芸術交流連携事業  

「レコード楽譜図書館9・10」 

 

日時：平成30年4月～平成31年2月  

毎月第4土曜日 11回（3月除く） 

場所：岡崎いきセン和室  

参加人数：9：23名/月平均 10：25名/月平均 

事業費：Ⅶ：69,729円 Ⅷ：66,444円 

 

 毎月第 4 土曜日に市民企画に

よるレコードの会は次年度から

運営を自主的に開催してもらう

べく，企画者会議を 3 度開催し

ました。毎月の参加者も多くな

り 5 年目となり会が定着してきたのではと感じています。 

 

市民活動支援事業 

 「岡崎いきセン紹介月間＆チラシ講座」 

 

日時：サークル紹介月間 平成31年1月＆2月 

参加団体：24団体 

事業費：15,182円 

満足度：79％ 

 

 今年もサークルチラシを見て参加した人がいるという声

を聞き，センターで様々なサークルが活動をしているとい

うことを知っていただく良い機会になっています。 

 

他：「岡崎いきセン活動サークル紹介」 

 

 自主事業事業報告               
「卓球交流大会2018 岡崎・東山いきセン杯」 

 

日時：平成30年12月8日(土)  

場所：東山いきセン 

参加者：34名 

 今までよりも参加者が増えに

ぎわいました。 

 

「川端地域安全運動スタート式」 

 

日時：平成 30 年 10 月 6 日

(土) 

場所：ロームシアター京都 

参加者：15名 

 振り込め詐欺防止のうたを宮原先生と一緒にふりつきで

歌いました。 

裕一郎＆HIS FRIENDS 
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理事会の開催 
2018年度は5回理事会を開催しました。 

第1回理事会 5月22日（火） 第2回理事会 8月8日（水） 第3回理事会 10月31日（水） 

第4回理事会 2月4日（月）  第5回理事会 3月25日（月） 

 

  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30年度は12回発行しました。（レイアウト，校正，寄稿協力：松林・平井・菊地・庄林） 

 

 事務局 

 事務局の業務は幅広く，会報発送やミュージックサロン運営を中心に，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名としていましたが，退会18名（うち賛助会員へ8名），入会8名に

より，会員数は110名となっています。（平成31年3月31日付） 

 説明会，見学の希望等の問い合わせはあるものの，会員増にはつながらず，次年度も引き続き広報活動や情報

発信に力を入れていきます。 

 昨今webでの広報が一般化しており，HPからの問い合わせが多くなっております。HPの定期的な更新は必然

ですが，SNSやspace ONZOのネットワークと絡んで，多方面での広報に力を入れていきたいと考えております。 

 

～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，また活動先の

すこやか学級で30冊の購入もあり，合計58冊の購入がありました。 

理事会・事務局 



 

24 

この 1年の歩み 
 

           

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 

できごと 

 

 

 総会   

音楽ボランティア 

アーティスト 

派遣事業 
定期活動 

宇多野病院  

 
フジの園での 

ガーデンパーティ   

space ONZO 

貸館・イベント 

開設準備   

 

  

ミュージック 

サロン事業 

 

 

ピアノサロン 夏の発表会 歌声教室の様子  

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 
4月より毎月 

レコードを聴く会 

 

 

OKAZAKI LOOPS 

ビートルズを歌お

う 

Live Live Live!の 

練習が始まる！  

実行委員会発足。 

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。 

 

グランドピアノ 

搬入 



 

25 

 
 

 

 

9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

       

    新年会で演奏  

もみじの家で 

演奏  

 
 

  

 

ブルクミュラー

25練習曲 

全曲演奏会 

春色メイク 

レッスン クラビラキ  

 

 

発表会   聖護院保育園  わいわい文化祭 
じゆうなおんがく 

じゆうなダンス 

   
 

練習スタート   スマイル本番 

Live Live Live! 

岡崎ワールド 

ミュージック  卓球大会 わいわい文化祭 

センター生まれ

変わり大作戦  

大きな声で 

歌って♪ 

スマイル地域

に飛び出せ・

ふれあいひろ

ば参加 

生涯学習推進者としてボ

ランティア歴10年以上

の21名の方が，表彰さ

れました。 

PCアドバンス開講 Comodo開講 
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2019 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

動に参加はするが，継続はされない場合も多く，継続的に参加してもらえるように促す。 

 

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。 

本年度もチラシ，ホームページ改良，WEBでの発信，イベント参加を中心に広報活動をして会員の増員を図り、更な

る事業拡大をめざす。 

また，新コース開設にも力を注ぐとともに，space ONZO事業とも連携し活躍の場を作る。 

 

ポップスコーラス（岡崎リトルポップスターズ） 

〇事業の目的と内容 

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。2018年

度で結成 5 年を迎え，地域の行事や社会福祉施設等の活動も定着し，メンバーのポテンシャルも向上してきている。これ

からも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 定期的な活動の他に，受講者から提案があれば随時訪問演奏をおこなう。 

② 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。 

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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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1・3土曜日にレッスンをおこない，ゴスペル音楽を通してメンバー間の交流を促し，音楽の楽しみや喜びを味わう

とともに生きがいづくりに貢献する。地域や社会福祉施設の行事に参加することで，地域と触れ合う機会を提供し，社会

貢献につなげる。 

〇事業計画 

① 定期的な活動の他に，受講者から提案があれば随時訪問演奏をおこなう。 

② 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。また，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。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 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。 

② 地域のイベント行事等に参加し活動の場を広げる。 

③ 「仲間づくり，健康づくり，自己表現の場」にとどまらず，今後は「地域の貢献・活性化支援」へと発展させるべ

く，地域のイベントや施設訪問演奏等の機会を作る。 

 

 

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。月3回（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 space ONZOを中心に発表の機会を増やすこととして，会員のモチベーションの向上と広報につなげる。 

 

 

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，より高度なコーラス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 随時訪問演奏，イベント参加をおこなう。 

② 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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こどもコーラス Comodo 

〇事業の目的と内容 

 小中学生を対象に，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楽しめる，「ひとりひとりが輝くコー

ラス」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。ひいては，子ども達ひとりひとりの居場所づくりとなることも目的とする。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 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。 

② 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。 

 

 

space ONZO事業 

貸館 

〇事業の目的と内容 

 space ONZOの4部屋を貸館として利用者を募る。幅広い目的のために利用してもらうとともに，space 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る。 

〇事業計画 

① 基本的には平日の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。 

② 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，定期的な利用者を募る。 

③ 音の風会員には利用料金を2割引きとする。 

 

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，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space ONZOを知っていただくための機会を定期的に企画する。「音楽」の枠を外しての，他ジャンルのイベ

ントも積極的におこなう。 

〇事業計画 

① 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講座等を開く（有料）。 

② ミュージックサロンの各講座に，1階 salonを利用しての発表の機会を提案する。 

 

 

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 

  地域の小学校への福祉教育実施予定。笑顔の絵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 
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  3月1日（前日準備2月29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きた。平成30年度は3期目の指定管理者の選定に向けて

準備を進めた。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23日と24日にはOKAZAKI LOOPS PARK 

STAGEでのパフォーマンスをコーディネートした。〇大学学生連携事業：岡崎ワールドミュージックフェスタワークショ

ップ(継続）〇高齢者交流事業：岡崎歌声クラブ(継続)，中高年のためのピアノサロン(継続）〇地域交流連携事業：京都岡

崎ハレ舞台スペシャルパレードで盛り上がろう(新規)，わいわい文化祭(継続），復活：センター生まれ変わり大作戦(新規)，

岡崎ガーデン倶楽部Ⅴ(継続）〇市民活動支援事業：岡崎いきセンサークル活動紹介(継続)，岡崎いきセン紹介月間&チラシ

講座(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ーとして，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。 

② スケジューリングを進め作業の効率化を図る。 

③ 2019年度の目標は現会員数110名から5名増加の115名とする。 

 

 

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。 

2019年度役員・人員体制 

〇2019年度役員 

代表理事 西野桂子，副代表理事 岡本芳孝  理事 國領亜由美，滋野浩毅，木下裕史，馬場雄二 

監事 庄林幸士 

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，森亜紀，山下サトシ 

アドバイザー 小野貴志 

〇岡崎いきいき市民活動センター職員体制 

センター長 西野桂子 

常勤職員 曽和泉 齋藤真人 

非常勤職員 藤野正弘，前滝康彦，岡田美智子，長尾操，伊藤康治, 山尾優子，高見美智子 
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【30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：西真伊 大重博光 横山里恵 大島喜久雄 中岡靖介 新山隆司 足滝彩 前田順子 中東清

美 原田琳音 酒谷宗男 森本好子 大平ひろみ 溝川陽子 宮原春彦 池田真夕里 武藤謙一 武藤菜穂美 

【30年度寄付者】（敬称略。順不同）  

齊藤善子 河村尚子 野口義廣 三井トミ子 西田憲司 溝川義治 原田英理 米谷亜由美 

 

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： 

キッズマルチポンチョ200枚。 

（スマイルミュージックフェスティバル参加者に配布） 

・一澤信三郎帆布： 

鞄3品（スマイルミュージックフェスティバル笑顔の絵入賞者景品） 

・玩具と文具あさだ:： 

文具3品（スマイルミュージックフェスティバル笑顔の絵入賞者景品） 

・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 

・ドットジェイピー :  

学生インターン三宅友花さん派遣 

 

 

 

 

 

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，京都市岡崎いきいき市民活動センター，左京区社会福祉協議会 他 

〇〈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，岡崎幼児園，聖護院保育園，だん王保育園， 

左京区社会福祉協議会 

 

賛助会員・寄付者について 

ご支援いただいた団体・企業（敬称略・順不同） 

関係先 ドットジェイピー 学生インターン三宅友花さん 

参加している人全員が元気をもらい，また与

えることができるのが音楽であると，身をもって

知ることができるイベントでした。今後の発展を

楽しみにしています。 
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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 

 ←東山区泉小中学校での授業 

  京都新聞朝刊 2019/1/30掲載 

       

ボランティアーズ京都 

2018/12月号 掲載 

         ↓ 
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