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音の風とは？ 
 

What’s  OTONOKZE NO KAZE？ 

「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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2015 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(5年目) 

① 市民活動活性化事業 

 大学・学生連携事業 

 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」 

「わいわい文化祭」 

 文化芸術交流・連携事業「楽譜・レコード図書館」 

    「アートパフォーマンス in OKAZAKI」「ワールドミュージック」 

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 スマイルミーティング（定例会）・みゅ～ふぇす 

新事務所 新事務所設立について検討 

調査研究 音楽活動に関する調査研究  

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9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  天谷さおり 

        岡 本 芳 孝 

        米谷亜由美 

        滋 野 浩 毅 

監    事  柴 田 泰    

 理事会 【事務局】 

 西 野 桂 子 

 天谷さおり 

 藤 野 正 弘 

 米谷亜由美 

【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  

●アルバイト 

天谷さおり，藤野正弘，前滝康彦， 

野口由子，今林幸子，尾藤三希子， 

菊地美紀子，福原汐美， 

京都オレンジの会，他 

音の風スモールオフィス 

米谷亜由美，菊地美紀子 
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音楽を通して地域の課題に貢献する 

 現在，日本社会では，人口減少や少子高齢社会に代表される多くの現代的課題に直面しています。戦後，科学技術の急速な

進歩は，国民生活に利便性や豊かさをもたらす一方で，資源の大量消費により地球環境に悪影響を及ぼすなど，環境問題を誘

引している。他方，経済のグローバル化は，国内における経済活動を活性化させる一方，地域間の経済格差や産業の停滞，ひ

いては労働者の雇用環境の悪化をもたらす要因にも挙げられています。 

 現代社会における課題は，身近な地域の課題から国レベルに及ぶまで重層的に存在し，国や自治体のみならずさまざまな主

体が，課題の解決に向けて取り組んでいます。しかしながら，これら個別の主体による課題の解決は，一朝一夕には成らず，

近年では，多様な主体が協働・連携することによる，多角的な視点に基づく課題解決が求められています。 

 平成 27（2015）年 5 月，文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 4 次基本方針 ）が閣議決定されました。前文では，

「中略～また，経済成長のみを追求するのではない，成熟社会に適合した新たな社会モデルを構築していくことが求められて

いるなか，教育，福祉，まちづくり，観光・産業等幅広い分野との関連性を意識しながら，それら関連領域への波及効果を視

野に入れた文化芸術振興施策の展開がより一層求められる。」として，文化芸術が生み出す社会への波及効果を，社会の諸課

題解決への貢献につながることに言及しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そこで，この多角的な視点に基づく課題解決策として注視すべきは，音楽による社会に目を向けた取り組みです。音楽は人々

の内面に作用するだけではなく，地域の諸課題に対して貢献し得るとして，全国各地で，さまざまな活動が展開されています。 

文化芸術における社会課題の解決に過度な期待をかけないまでも，音楽を通して人とひととのつながりをゆるやかに形成する

ような取り組みが，ひいては社会課題の解決に貢献することは大いにあり得るでしょう。 

 まさに，音の風の音楽活動は，地域の課題に向き合い続けることで，より一層地域に必要とされる形へと深化しています。

会員一人ひとりの音楽を愛する気持ちが，多くの人々の暮らしに，豊かさをもたらしてくれるものへとつながることを信じて，

これからも地域における音楽活動に取り組んでいきます。 

音楽の可能性―地域課題に向き合うー 
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2015 年度のトピック 
 

 音の風のビジョン再確認 

 －私たちの使命は？？2015年改めて見つめなおすことができました。ー 
 

音の風には，「音楽」をキーワードにたくさんの方が入会されています。趣味で楽器を習っている方，音楽が仕事の方，音楽

経験はないけれど音楽が好きな方，楽器の演奏が好きな方，人と接するのが好きな方。入会の動機や目的も，自分の趣味でボ

ランティア活動がしたい方，仕事として向き合いたい方，会費を払うことで会の運営に役立てたいと思う方，「音楽」をキー

ワードにしていろいろな思いの方が集まっているのが音の風です。そんな私たちが１つの目的のために同じ方向を向いて進ん

でいくことは簡単なことではありません。だからこそ，ビジョンの共有が必要です。2015年は，「私たちは何のために活動を

しているのか」を再確認をしました。音の風全体のビジョンとして，文化芸術の振興から地域福祉の向上までのグラデーショ

ンとそれぞれの事業があることを理解した上で，自分ができることを考えてもらいたいと思います。 

 

①地域福祉の向上・・・・音楽を通して誰もが住みやすい社会を創ります。 

②文化芸術の振興・・・・誰もが気軽に芸術を享受できる環境を創り出します。 

③社会課題への気づき・・社会課題に対して自分ができることを考え，行動できる人を育てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠点確保と中期計画 

 設立当初からの目標が達成できるかも？―拠点確保に一喜一憂する― 
 

拠点確保の動きに伴って，拠点での事業展開を視野に入れた中期計画を立てました。 

ＮＰＯならではの事業立案（夢）と収益性（現実）のバランスが難しいことを実感しながらも，最終的にはそこに集う人々の

笑顔をイメージすることでぼやけていた輪郭が徐々に浮かんできます。残念ながら，拠点確保には至りませんでしたが，今回

の経験で，会員間のコンセンサスの問題，実現可能な事業計画の立案と実行力の問題等の課題が明確化されたことは，今後の

展開によい経験となったことは間違いありません。 

 

 人材育成に取り組んだ 2015年度 

 
私たちの使命は，音楽を通した社会貢献活動です。このような使命を共有しつつ，煩雑な事務や企画立案など幅広い業務に対

応できる人材はそう簡単には見つかりません。人材育成計画のステップとして，今年度は，岡崎いきいき市民活動センターの

非常勤職員を経験することで，事務作業や企画立案，報告書作成，事業運営等のスキルを身に付けられるように進めました。  

  文化芸術の振興 

                   地域福祉の向上             
 

イベント 
ミュージ 

ックサロン 

アーティスト

派遣事業 

スマイル 
ボランティア

派遣事業 
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 もう１つの家族に会える場所。 

毎月の再会を心待ちにしています。 
 

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，楽器の合奏など主に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。 

定期的に訪問することで，利用者さんとの信頼関係もでき，色々お話を聞かせて

いただいています。メンバーの顔も覚えてくださり，私たちが訪問すると拍手で

迎えてくださるなど，歓迎していただいています。リクエスト曲では，当日のエ

ピソードをお話しされたり，時には立って踊りだす利用者さんもおられます。 

「いや～今日デイサービスに来たらこんないいことあったわ♪」などの言葉を 

いただくととても嬉しく，「今度はこの曲を一緒に歌いたいなぁ」などと感じな

がら，次の月の活動につなげています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      フェアフィンドきの 

          高齢者老人保健施設  

          左京区叡電木野駅すぐ 

毎月第4日曜日13：30から15：00まで訪問しています。3F，2Fとそれぞ

れ25名から40名ほどの利用者に，4名から6名ほどのメンバーで，45分2

ステージ活動しています。最初は皆さんと一緒に歌うだけでしたが，「みゅ～

ふぇす」で学んだゲームやイントロクイズなども入れ参加型にすると，一層

活気が出，楽しくもなり，好評でした。鑑賞では，風呂歌手(会員さんのニッ

クネーム)の歌，篠笛，マンドリン，詩吟，歌い聞かせなどメンバーの持ち味

を出してみました。皆さんが，時々咳をしながらも大きな声で，元気に歌っ

て頂き，「また来てね！」と喜んで下さることが，私たちの更なる動機づけに

なっています。（ Report：小川和寧）                          

 

■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。 

27年度定期活動実績 担当 数 

森町歌声倶楽部(新規) 玉木 12 

山科身障会館ぶらんこ(新規) 吉田 9 

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 11 

清水学区すこやか学級 水沢 7 

フェアウインドきの 岡本 12 

洛東園デイサービス 米谷 12 

粟田学区すこやか学級 三井 9 

サポートセンターめい 中村 7 

宇多野病院 今井 12 

グランダ山ノ内 米谷 1 

合計  115 

事業報告 1-1 音楽ボランティア派遣事業：定期活動 

利用者さんとのコミュニケーション 

思わず立ち上がって 

新規活動 森町歌声倶楽部の様子 

PICK UP 



 

7 

 

 

 

 

初めての出会いに感謝。 

活動後には心と心が通い合っていることを実感。 
 

 

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。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，参加者も何が始まるのかと期

待されている様子も伺えますが，音楽には力があります。知ってる曲が流れ

るとこちらに耳を傾けて下さったり，一緒に口ずさんでくださりしてくださ

り，活動後には会場が暖かい雰囲気に包まれています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27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） 

貞教学区夏祭り 

岡崎民生児童委員協議会まめっこ 

アーバンヴィレッジ柊野 

原谷こぶしの里 

北山ふれあいセンター秋祭り 

錦林東山学区子育てサロンクリスマス会 

ゼスト御池人権啓発パネル展 

放課後デイさくらハウス（クリスマス会） 

淳風学区健康すこやか茶話会（2回） 

京都市北老人福祉センター 

くじけんな会（山科身障会館） 

山科身障会館「さくら祭り」 

東山ケアセンターそよ風（5回） 

京都市御池老人ホーム 

洛和グループホーム壬生（2回） 

仁和老人デイサービスセンター 

左京社協 おれんじサロン 

ニチイケアセンター天神川（2回） 

川越病院（クリスマス会） 

貞教福祉まつり 

岡崎オカリナくらぶ 

修道社会福祉協議会すこやか（2回） 

尚徳学区すこやかサロン 

朱五学区ふれあい元気サロン 

弥栄学区すこやかサロン 

洛和グループホーム二条城北（2回） 

久世特別養護老人ホーム 

岡崎わいわい文化祭 

洛東園もみじの家（2回） 

西大路学区すこやかサロン 

ケア21醍醐 

西支援総合学校 

 

修道すこやかサロン 

           東山区馬町 

 

～雪の日もみんなで歌えば～ 

音の風メンバー5名で修道すこやかサロンを訪れたのは1月20日。市内で

も5cm程の積雪があった雪の降る寒い日でした。会場に着くと，皆さん笑

顔で迎えてくださいました。修道地域のご年配の方々，スタッフの方々，

白河支援学校東山分校の生徒さん達。日々交流を重ねておられるメンバー

の仲間に入れて頂いた感じで，多いに盛り上がりました。「ふるさと」の歌

からスタート。皆さんがだいたい知っておられる曲を入れたので，楽しん

でくださっているようでした。歌の合間には紙飛行機を折って飛ばしたり，

手品を入れたり，ゲームをしたりして予定した時間は，あっという間に。

最後には，「別れることは，つらいけど～♪」と星影のワルツでお別れをし

ました。今回も「歌の力・音楽の力」を実感した思い出深い一日となりま

した。又の機会が楽しみです。（ Report：知見美智子） 

事業報告 1-2 音楽ボランティア派遣事業：単発活動 

＜27年度 音楽ボランティア派遣事業総括＞ 

活動件数：152件(前年比 122 ％) 

定期活動：12カ所108件 収入139,020円 支出 49,500円(26年度10カ所95件 収入115,600円 支出 49,500円） 

単発活動：44件 187,320円（26年度29件 収入119,417円） 

担当者：高橋，溝川，小川，岡本，中田幸，水沢，三井，河野，大槻，今井志,，米谷，菊地，初田 他 

事業収入：326,340円（235,017円 前年比138 ％） 

定期活動先は26年度より2カ所増え，1カ所5月からアーティスト派遣へ移行し，11カ所となった。定期活動件数は 昨

年度は感染症対策や，施設側の体制の都合で中止の月の活動もあったが，本年度は施設側の都合で中止になることもなく，

10件増えた。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，一部のメンバーへの

活動の集中が負担となっている。事務局のコーディネート体制の整備を進めると共に，会員自らが積極的に活動へ参加でき

るよう，意識を高める必要がある。 

 

PICK UP 
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 音楽の機能を最大限活用して。 

たった１つの音が，思いがけない効果に。 
 

 

定期活動では音楽療法，音楽教室のような演奏技能の向上に向けた要素も含まれ

余暇活動の支援を有償で行っています。音楽療法については，一人一人の音の表

現を行ったり，活動内容やクライアントの見解及び結果などカルテを作成し，施

設へ提出及び振り返りを行っています。音楽レクリエーションでは介護予防に向

けての音楽レクプログラム作成に向けて月に一度ミーティングを行っています。

プログラム作成に向けてカテゴリーを決め具体的な選曲をしています 

障がい者福祉会館や活動先での音楽の専門的な分野（歌声・ピアノ・ウクレレ等）

での講師派遣や，施設の大きなイベントでの演奏者の派遣もこの事業に含まれま

す。定期活動先では，利用者さんとの信頼関係もでき，一人一人好きな曲を選曲

したり，好きな楽器で一人一人の鳴る音を見ながら音楽を創っていくことが多く，

今日はどんな音楽が創られるのか毎回楽しみにしています。音楽レクでは，音楽

に合わせてのダンスなども盛り込みながら参加されています。講師派遣では，少

しずつのステップアップを目標に曲の練習に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  なづな学園でリズム活動 

 

 

 

 

 

 

     ウクレレ教室 

 

 

 

 

 

 

  先生と合わせてギターを弾きます 

 

  かしの木学園 

               障害者福祉施設 

 

かしの木学園のみなさま，なづな学園のみなさまとご一緒に音楽の中にいると

き，そこに存在するメロディーや，楽器の音色は，それはそれは愛されて生ま

れていると感じます。そして，回を重ねるごとに，音とともに起こりはじめて

いるのは，参加者さん同士がアイディアを出しあいながらのセッションです。

ひとりで愛でていたメロディーたちは，参加する方々みなにとっても大切なも

のになり，いつのまにか，新たな表現や音色も加わったりして， 

ますます， 奏でる人も，奏でられる音も，わくわくしている気がします。 

宝物を一緒に愛でられるのが，音楽の素敵なところだなと，あらためて思った

りします。（ Report：八木美砂子）                          

 

27年度アーティスト 

派遣定期活動実績 
担当 数 

新規：グランダ山ノ内 玉木 11 

洛西ふれあいの里  

デイサービス 

今井・大槻 51 

 

洛西ふれあいの里 

更生園 

田川・ 

今井・大槻 

22 

ＬＰＷ 

(ひきこもり支援) 

大槻 45 

ＬＰＷ（個人ピアノ） 大槻 44 

樫原居宅支援センター 

PPPサークル 

今井 10 

なづな学園（レク） 玉木 12 

大原野の杜 今井・大槻 34 

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 石川 20 

ウクレレ教室 宮原 17 

大照学園 玉木 11 

合計 324 

事業報告 2-1 アーティスト派遣事業：定期活動 

PICK UP 

手作りパン 

美味しい！ 
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 一瞬，静まり返る客席。じっくりと耳を傾ける。 

アーティストの演奏に酔いしれて・・・・。 
 

定期的に音楽療法活動している施設からのコンサート，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。音楽を専門的に勉強されてる先生，

音楽を仕事とされている先生方々に施設や地域のイベントで参加型プログラム

や演奏中心に参加者や利用者の皆さんと共に時間を過ごしています。初めて訪問 

する地域や施設の方々とは今日はど

んな活動になるのかとドキドキしな

がら準備をし，一度お伺いすると「ま

た来てください♪」と言っていただき，

次の活動にも繋がることも多いです。

施設の大きなイベントでの演奏者の

派遣もこの事業に含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「京都市知的障害者福祉施設協議会コンサート」 
                    府立文化芸術会館 

 

 

  

このコンサートに出演させていただくのは，昨年にひきつづき２回目でし

た。まず，リクエストにお応えして選曲するというところから普段の音楽

活動とは少し趣が違い，応えることでどんな感じで喜んでいただけるのか，

初めての時は正直少々不安だったのですが，リクエスト曲を演奏した時の

手応えはすごいものでした！皆さんが好きな曲を，同じ場で共有している

ことの楽しさがダイレクトにステージまで伝わってきて，こちらがどんど

ん乗せられてしまうような感じでした。ご一緒させていただいた清水さつ

きさんとのコラボも大盛り上がりで，演者としても楽しいひとときを過ご

させていただきました。         （Report：あかしなおこ）                       

 

27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 

山科身障会館 年忘れ会 

京都市知的障害者福祉施設協議会コンサート 

京都めいぷるワイズメンズクラブ 

稚松学区孫子老（まごころ）会 

伏見保健センターこころの集い（3回） 

白河総合支援学校秋祭り 

東山社協 ふれあい会（クリスマス会） 

左京社協 おれんじサロン 

紫竹学区敬老会 

左京南部親子スマイル広場 

京都市うずまさ学園 

山科身障会館 秋祭り（歌声，ウクレレ） 

東山ふらっと♭すぺぇす（クリスマス会） 

安朱学区こども地域の集い 

花ノ木医療福祉センター 

錦林東山すこやか学級 

合計          25件 

事業報告 2-2 アーティスト派遣事業：単発活動 

PICK UP 

＜27年度 アーティスト派遣事業総括＞ 

活動件数：349件（前年比 96 ％）  

定期活動：12カ所 324件 収入 2,024,952円 支出 1,479,420円（26年度11カ所341件2,257,012円） 

単発活動：25件 収入 591,852円 支出 179,880円 (26年度21件315,940円) 

リーダー：西野，今井志，大槻，八木，田川，玉木，宮原，石川，菊地，引地，清水 他 

事業収入：2,616,804円(26年度2,572,952円 前年比101 %) 事業支出：1,659,300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。新規1件は音楽ボランティア派遣事業から移行，定期活動 1 件減

の1件増，昨年度比96％（昨年度341件），単発活動119％（26年度21件）となっている。 

 

府立文化芸術会館のステージで利用者さんと 
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 障がいってなんなんだろう。 

スマイル開催のたびに思わされること。 
 

平成 18 年からスタートしたスマイルミュージックフェスティバルも今年

で9回目となりました。開催のきっかけは，障がいのある当事者やご家族

から，音楽活動を発表する機会が欲しいという声や，障害者施設の職員さ

んからの要望，それを包括するように，東山区の障害者福祉の取り組みが

停滞している状況にあるということでした。佐藤友香さん（写真左）は，

当時14歳の中学2年生でした。現在，22歳の素敵な女性と成長されてい

ます。たくさんの方との出会いがこれからも末永く続きますように。 

 [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，東山区社会福祉協議会担当藤井，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岩見，(協力東山区役所オブザーバー桜林, 早船) 

実行委員会：平成27年6月29日(月)，10月26日(月)，平成28年2月10日(金)14:00～15:30 

〇スマイルミーティング 

第１回：平成27年4月11日(土)  参加者7名  第２回：平成27年5月15日(金)  参加者6名 

第３回：平成27年6月14日(日)  参加者30名 第４回：平成27年7月9日(木)   参加者7名 

第５回：平成27年8月8日(土)   参加者7名 第６回：平成27年9月9日(水)   参加者8名 

第７回：平成27年10月12日(日) 参加者8名 第８回：平成27年11月15日(日) 参加者30名 

第９回：平成27年12月7日(月)  参加者5名  第10回：平成28年1月11日(月) 参加者5名 

第11回：平成28年2月22日(月) 参加者3名 

[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27年5月24日(日)東山区民ふれあいひろば2015 ステージプログラム出演 工房ソラ出演 

平成27年11月7日(土)東山区貞教ふれあい福祉祭り ステージプログラム出演 工房ソラ出演＆音の風コラボチーム 

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241作品の応募があった。28年2月8日～3月4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6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27年11/18,12/16，平成28年1/20,3/2 

②かしの木学園 平成28年1/7.1/12.1/26.2/4,2/9,2/23 

③ほっとヴォイス 平成27年12/18,平成28年1/29,2/29,3/4 

④メレ･マカニ♪ 平成28年1/16,2/6,3/5 

⑤大照学園授産部 平成28年1/8,1/22,2/22,2/26 

⑥友克＆ヤス 平成27年12/20,平成28年1/31,2/14,2/28 

⑦なづな学園 平成28年1/12,1/21,2/9,2/23 

⑧ふれあい会 平成28年1/8,1/27,2/10,2/19,3/4 

｛助成金} 

 東山区まちづくり支援事業支援金152,000円, 京都府地域力再生プロジェクト支援金 121,000円， 

東山区社会福祉協議会 100,000円（事業協力金） 

事業報告 3 

工房ソラ＆山科教室のみなさん。素敵な虹です。 

第1回目から出演の佐藤友香ちゃんとお母さん 

第 9 回 スマイルミュージックフェスティバル 
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 結局は， 

 自分自身が作っていた“心のバリア”だったのかもしれない。 
 

今回，スマイルミュージックフェスティバルに初めて関わってくれたスタッフが，「障がいのある人たちに，自分がどうし

ていいかわからなかった。」，「何かしたいという気持ちはあるのに，自分のすることが迷惑だったらどうしよう？」と考えす

ぎて，結局何もできなかったと言っていました。このコメントは，過去にもたくさんの人から聞いてきたことです。きっと，

誰もが経験した気持ちなんだろうと思います。 

 私たちは，活動を通して障がいのある方々と接する機会はとても多く，その経験の中で，「普通でいい。」ことに気づいてい

きます。話かけたければ話しかければいいし，そうでなければ無理に話しかける必要もない。一緒に歌が歌いたければ歌えば

いいし，そうでなければ歌わなくてもいい。無理やり笑顔を作る必要もないし，無理やり普段と違う自分を演じなければなら

ないわけでもない。なぜか，必要以上に考えてしまう。これが，自分自身が勝手に作っていた“心のバリア”。なのでしょう。 

だけど，「ありのまま。普段の自分で接したらいいんだな。」と，思えるには少し時間がかかります。共に過ごす機会。これ

が必要。とにかく，接することでいろいろなことがわかってくるから，あれこれと考えずにまずは接してみることが一番なの

かもしれません。 

 スマイルミュージックフェスティバルは，歌いたければ歌ったらいいし，歌いたくなければ歌わないでもいい，ステージ上

で不機嫌でもいいし，途中で帰ってもいい。自然に体がリズムに反応したら踊ったらいい。誰かが踊っている姿をみてうれし

くなったら自分も踊ったらいい。「スマイル」ミュージックフェスティバルだけど，にっこにこの「スマイル」でなくてもい

い。年に１度，たくさんの人がありのままのこの時間を共有することが大切なのだと思います。 

 出演者のご家族の方から，「うちの子どもは障がいがあるけれど，たくさんの人にうちの子のことを知ってもらいたい，障

がいのことを知って欲しいから，スマイルミュージックフェスティバルに出演できることがうれしい。」と，おっしゃってい

ました。障がいがあるとかないとかに関わらず，相手に関心を向けることができることっていいですね。 

スマイルミュージックフェスティバルが，多くの人の気づきになることを期待しています。 （report：西野桂子） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それは単純なこと。 

あなたの笑顔に 
勇気づけられて･･･。 

～障がいがある人もない人も共に～ 
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【岡崎リトルポップスターズ】 （report：高嶋実子） 

 

最近「脳トレ」という言葉を耳にしたり，目に触れたり。 

書店では，脳を活性化させるという計算ドリルやクロスワ

ードパズル等の"脳トレ本"が目立ちます。 

一人でドリルやパズルを行うのもいいけれど，みんなで楽

しく歌ったり笑ったり，いろんな話をして「人と関わり合

う」ことが，脳の活性化や認知症予防に最も効果があると

いわれています。私たち岡崎リトルポップスターズは９月

に，今年新しく生まれ変わった「ロームシアター京都」で

の発表会があり，それに向けて一生懸命練習に励んでいま

す。ほど良い緊張感と達成感を，私たちと一緒に味わいま

せんか？いつからでも遅くはありません。 

シンガーソングライターで活躍中のあかしなおこ先生が

優しく丁寧にご指導して下さいます。他にも地域の行事，

法然院の悲願会，保育園のクリスマス会等で発表の場を頂

いています。さあ，私たちと憧れの「ロームシアター京都」

の大きな舞台に立ちましょう！よりいっそう輝いてる自

分に気づくはずです。  是非とも第2，第4金曜日 

18 時半からのレッスンの見学

にお越し下さいませ。お待ちし

ております。                                        

 

 

 

 

 

 こんなにも居心地いいのは。 

まるで女風呂？？おしゃべり＋歌♪ 
 

子育てや介護など，私たちは大小様々なストレスを抱えて

いますが，このミュージックサロンで，皆で集まって，お

しゃべりを楽しみながら歌っていると，不思議とその悩み

が軽くなります。それはまるで女風呂にいるかのよう，皆

自分をさらけ出しておしゃべりしています。もちろん，音

楽レッスンにも皆真剣に取組んでいます。メンバーそれぞ

れにソロパートがあり，自分に注目が集まるのは恥ずかし

いと思いつつも，いざ発表になるとその恥ずかしさを乗り

越え，堂々と歌い上げます。一度この快感を味わってしま

ったら，もうやめられません。次の発表では，もっと難し

いことにチャレンジしてみたいと，向上心が沸いてきます。

これからもこんな居心地が良く，音楽を楽しめる場が続い

ていけばと思います。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【27年度事業概要】 

開催日時：平成27年4月～平成28年3月 

講師：あかしなおこ   

〇レッスン(在籍数：16名，入会者数：3名，退会者数：6

名) （前年度19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  

〇コンサート（次頁詳細記載） 

事業収入：764,200円 

誰もが親しみやすいポピュラーソングや映画音楽を中心に，

講師がアレンジした曲を練習しました。今年度は，講師の

ライブを聴いて，そこで演奏された曲をやってみたいと提

案があったり，クリスマスの発表では子どもに向けて，曲

に合わせたパフォーマンスをしたりと，メンバーからの提

案で色々なことに挑戦した1年となりました。 

入会者数を増やし活動を広げていくためにも，効果的な広

報が求められます。 

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 

国際交流会館のステージにて 

にこわくフェスティバルでゲスト出演 
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【シャイニングスターズ】 （report：高木あかね) 

 

 私たち「シャイニングスターズ」はゴスペルコーラスの

サークルで，第1・3土曜11：00～12：30，岡﨑いきい

き市民活動センターで活動しています。講師はソウルフル

な歌声と情熱的な指導の濱田のぶ代先生。 

発声の練習も堅苦しくなく，とってもユニークです！ 

 27年度は，8月にみやこめっせ「左京ふれあいまつり」，

旭堂楽器店ホール「音の風ミュージックサロン」で，12

月にはゼスト御池「人権週間」のステージで，発表の機会

をいただきました。発表前の練習は緊張感も高まります

が，仲間でひとつのものを作り上げていくのは最高に楽し

いです。 

 この秋にはなんと，生まれ変わったロームシアター京都

で歌うことが決まっています。現在メンバーは30代～80

代と幅広く，男性2名，女性14名。まだまだメンバー募

集中です！まずは気軽に見学にいらしてください。ご一緒

に歌うのを楽しみにしています！                            

 

 

 

 

 

 

 

  年齢差70歳。 

 みんなにとって大切な癒しの場 
 

ゴスペル教室は，ゴスペルソングを宗教活動としてではな

く音楽として捉え練習しています。ゴスペルソングの歌詞

の中には，「感謝」や「愛している」など，癒しとなるフレ

ーズが数多くあり，歌詞を思いながら歌うことによって，

日頃の悩みや疲れから解放されていきます。 

メンバー間の交流も盛んで，日々あったことから，これま

での人生をメンバー同士で話しあい，メンバーにとって，

音楽グループを超えた居場所としての役割を果たしている

ようです。 

個人練習を行う方から，仕事等でなかなか練習に参加でき

ない方まで，様々な方が継続的に参加できるよう，ソロが

中心で，全員で歌う箇所は繰り返しの歌詞が多い曲を選ぶ

など，選曲も工夫しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【27年度事業概要】 

開催日時：平成27年9月～平成28年3月 

講師：濱田のぶよ  

事業収入：596,460円 

１．レッスン(在籍数：17名，入会者数：9名，退会者数：

2名) （前年度10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（次ページ参照） 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 みやこめっせに出演。子どもたちも一緒に！ 

 旭堂楽器店サンホールでの様子 
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【歌声教室】       （report：宮原春彦） 

 

「歌声教室」は毎月第2第4金曜日の午後1時30分から

3時30分まで，「岡崎いきいき市民活動センターの一階和

室」で開催されています。会員様はご近所はもとより，市

内遠方からもお集まり頂いています。友人知人同士，高齢

のお母様を連れた方，それからお一人様も，それぞれお好

きな席について教室は始まります。簡単なストレッチ，発

声練習で身体と声を暖め，その日その季節に相応しい曲を

チョイスして，歌い始めます。その後は，歌集の中から好

きな歌をリクエストしながら，ピアノの響きに合わせて，

歌声が続いて行きます。「教室」と銘打っていますので，

時折，歌うことに必要な「姿勢」「呼吸」「楽譜の読み方」

等々，お勉強も挟みながら，心満たされ笑顔あふれる活動

を続けています。           

 

 

 

 

 

 皆と歌うことが元気の源 

想い出の歌を今日もリクエスト 
 

仕事を退職するなど，徐々に社会との繋がりが薄くなりが

ちな中高年世代。そんな中高年の皆さんが，定期的に集ま

ることによって，メンバー同士のつながり作りを行ってい

ます。会の最初にインフォメーションコーナーとして，地

域の行事やサークルの紹介をするなどして，この歌声教室

をきっかけに新たな場所へも参加し，交流の場を広げてい

ただきたいと思っています。 

大きな声で歌うことは気持ちを明るくさせます。「最近，何

か調子悪いなぁ」と思っていても，ここで大きな声で歌っ

て，季節の歌で四季を感じ，想い出の歌では涙がほろり。

皆で集まって笑いあううちに，先ほどまでのどんよりとし

た気持ちが，いつの間にかどこかへ行ってしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【27年度事業概】 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時：平成27年9月～平成28年3月 

講師：今井真・花田・宮原・石川・谷口・米谷 

日時：第2金曜コース，第4金曜コース13：30～15：30 

（在籍数：60名，入会者数：48名，退会者数：29名） 

第2金曜コース（在籍数：32名，入会者数：24名，退会

者数：16名)（前年度：24名） 

第4金曜コース（在籍数：28名，入会者数：24名，退会

者数：13名）（前年度：17名) 

開催場所：岡崎いきセン分室，事業収入：382,860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。 

今年度の「わいわい文化祭」出演では，「早春賦」と「ドレ

ミの歌」を歌いました。ドレミの歌では，A パート，B パ

ートに分かれ，別々の歌詞を同時に歌うという難しいこと

に挑戦しました。もう一方のパートにつられないように一

生懸命に練習を重ねてきました。当日は，その成果が発揮

でき，客席からの手拍子も起こりました。メンバーから，

「顔を上げて歌うことを目標にしましょう。」と提案があり，

歌詞カードに「顔を上げて，スマイル！」と書きました。

この難しい目標も見事に達成。スタッフが撮影した写真に

もメンバーの皆さんが前を見て，堂々と歌っている様子が

写っています。 

退会者数が多いものの，友人同士で誘い合って入会される

など，口コミを通じて参加者は増加しています。 

わいわい文化祭出演の様子 

事業報告４-3 ミュージックサロン事業：歌声教室 
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地域の中で発表をすることをきっかけに，メンバーが地域

に関心を持ち，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，地域のお祭りや保育園等で

参加型コンサートをしています。 

メンバーの主体性を引き出せるよう，各発表ごとにリーダ

ーを決め，当日の引率を担当してもらっています。発表に

よっては，事前の出演者ミーティングに参加したり，セッ

ティング図といった出演者シートを作成したりと，裏方の

活動にも参加しました。発表を重ねるうちに，貴重品の管

理担当や，MCの文章を考えたりと，発表に係る役割をメ

ンバー自らが提案し動いてくださっています。今後もメン

バーの皆さんが主体的にいきいきと活動してくださること

を楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポピュラーコーラスのクリスマス発表会では，歌の発表だ

けではなく，レクリエーションにチャレンジしました。1

回目の発表は「親子にこわくフェスティバル」にて，乳幼

児の親子向けに，2 回目の発表では「聖護院保育園クリス

マス会」にて，保育園の子ども向けにレクネタを考えまし

た。 

親子にこわくフェスティバルでは，みゅ～ふぇすで習った

「顔じゃんけん」を早速実践。親子でしかめっ面で見つめ

あい，大笑い。あわてんぼうのサンタクロースでは，歌詞

に合わせて振りつけをしました。お面を被ったり，トーン

チャイムやタンバリンを効果音で使ったり。どうやったら，

もっとお客さんに楽しんでもらえるかを，一生懸命皆で考

えました。 

聖護院保育園では，対象の子どもたちの年齢が上がるので，

「落ちた落ちた」のミニゲームを行いました。「落ちた落ち

た，何が落ちた」のセリフの後に，メンバー全員が順番に

何かを言っていきます。皆友達と笑いあいながら，頭を覆

ったり，キャッチするポーズをとったりと，大いに盛り上

がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜27年度 ミュージックサロン事業総括＞ 

グループ立ち上げから次のステップへ 

広報活動の体制ができた１年。当法人ミュージックサロンが新体制になってから2年目となりました。どのコースも，充

実した内容となっており，皆が集まって音楽を奏でる喜びを味わっています。今年度は広報の体制づくりを柱としました。

京都府の「京都式プロボノ」へ依頼し，ターゲットの絞込みやグループの強みの確認を行うと共に，広く市民の皆さんに

活動を知っていただくための対策を考えました。まず，インターネットから，グループの情報がわかりにくいという課題

を受けて，グループHP（インターネットを使用する年齢層を考えて，ポピュラー，ゴスペルのみ）を作成。検索キーワー

ドで上位に出るように工夫もしました。結果，検索をかけると，上位にグループHPがランクインするようになりました。

また，音の風 HP のどのページからも移動できるよう，バナーも作成しました。更に，各グループ，チラシの作成も行い

ました。ターゲットに合わせて，サイズや雰囲気を変え，数種類のチラシを作成しました。 

また，地域の中で，グループに親しんでいただくべく，地域の皆さんへ発表をしたり，関係機関へチラシの配架依頼を行

ってきました。今年度は，広報ツールの作成までで留まり，まだ入会への問い合わせには結びついていませんが，今年度

獲得したツール・ノウハウをより改良していき，今後の入会につなげたいと考えています。 

 

 

○ミュージックサロンコンサート事業〇 
発表会：平成27年8月8日(土)旭堂楽器店（OLPS，ゴスペル）出演者34名，観客44名 
法然院コンサート：平成27年11月29日（日）法然院（OLPS） 
ゼスト御池人権啓発パネル展：平成27年12月5日（土）（ゴスペル） 
クリスマス会ゲスト：平成27年12月25日(木)聖護院保育園（OLPS） 
わいわい文化祭：平成28年2月6日(土)京都国際交流会館（OLPS，歌声教室） 
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 岡崎地域のみなさんに， 

 温かく見守られて。 

 

  

「みなさん，どうしてるかな？と思って寄ってみたんよ。」

とご近所さん。センターによく出入りしてくださる方は，

「なんぞ，手伝うことないか？」といつも気にかけてくだ

さっています。イベント開催の時は，テントの組み立てを

手伝ってくださったり，センターの植木にお水をやりに来

て下さったり。お世話になりっぱなしで，本当にありがた

いなぁと思います。 

 

 

岡崎いきいき市民活動センター指定管理業務は，早く

も 5 年目。指定管理期間は 4 年毎の申請で，第 2 期

目の1年目にあたります。この4年間で，さらに音楽

の事業を充実させること，NPO団体などの市民活動団

体やサークルの中間支援も視野に入れた活動を行っ

ていくことを目指しています。 

今年度も，わいわい文化祭，はじめてのゴスペルコー

ラス，レコード図書館など，音楽を通して沢山の地域

の繋がりをつくってきました。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。運営面についても，今年度は，将来

的にイベントを運営したりと，NPOを支えてくれる方

の人材育成を始めました。新たに5名のアルバイトス

タッフを確保し，事業運営や日常の事務作業を進めて

います。 

また，今年度岡崎地域のトピックとしては，岡崎公園

が再整備され，ロームシアター京都が平成28年1月

にオープンしました。ロームシアターを会場として行

う事業も計画しています。これからは，もっと岡崎地

域が賑わうのだと思うと，とてもわくわくしています。 

             （report：天谷さおり） 

 

  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」をキーワ

ードに，４つの柱で8の事業に取り組んでいます。 

 

 

 

 

文化芸術交流・連携事業 

「アートパフォーマンス in OKAZAKI（おかっぱ）」 

 

日時：平成27年5月2日

(土)11:40～17:30， 

平成 27 年 5 月 3 日

(日)11:00～17:00 

場所：岡崎いきいき市民活

動センター前庭， 

   ちびっこ広場 

参加人数：約130名（出演

者計18組） 

事業費：96,108円 

出演者：ぐるぐる楽団，まいけるず，他 

 

センター利用者から4組，市民活動団体や地域グループか

ら5組，一般ミュージシャンから9組と，様々なエリアで

活動する表現者が集まり，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。近隣住民の皆さんが，ちびっこ広場での「昔遊び

体験」や設営のボランティアをしてくださり，地域の皆さ

んと作り上げたイベントとなりました。 

 

 

文化芸術交流連携事業  

「レコード楽譜図書館Ⅲ・Ⅳ」 

 

日時：平成27年4月～9月 毎第4土曜日 6回 

場所：岡崎いきいき市民活動センター和室  

参加人数：寄贈者：2013年より現在114名 

（現在募集停止中） 

レコードを聴く会：毎回10名～25名  

事業費：255,361円 

市民ボランティアによる活動： 

1）「レコードを聴く会」の語り手。（8・3月以外毎月） 

2）寄贈品のプレイヤー，アンプ等を修理・調整等。（毎月） 

3）市民よりレコード，楽譜等の寄贈。ガラス製の真空管

アンプを寄贈。 

4）学生によるレコード入力。（5名×1～3日） 

 

約1万枚ほどのレコードを並べたレコード図書館と，セン

ター事務室にある楽譜図書館を常設しています。月替わり

で市民の企画・進行による「レコードを聴く会」を開催し

ました。特別企画として8月は作家いしいしんじさんによ

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 
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るレコードを聴く会を開催し，約 25 名の方が参加されま

した。レコードを聴く会の参加者は，1 人で来られる男性

も多く，男性が参加しやすい事業となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    レコードを聴く会１２月 

    岡崎いきいき市民活動センター 和室 

 

毎月第４土曜日，市民企画による無料のレコードを聴

く会を開催しています。季節がら１２月は『第九』に

しようと思い，藤田道夫さんにお願いしました。 

「レコードは詳しくないけど，第九は何回か歌ったこ

とがあるので」と企画を快諾していただき，レコード

は有名なバイロイト祝祭管弦楽団＆合唱団，指揮：ヴ

ィルヘルム・フルトヴェングラーを用意。 

通常のレコードを聴く会より参加者も多く，第九経験

者も参加して，カタカナで歌う有名なフレーズを練習

し，オーケストラをバックにみんなで有名な一節を歌

って気分はすっかり年末。会員からは出井さんも参加

されソプラノパートを歌ってくださいました。 

               （report 曽和 泉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化芸術交流・連携事業 

クリスマスにゴスペルソングを歌おう 

 

日時： 

【練習】平成27年11月21日(土)，28日(土),12月5日（土） 

     14:00～15:30 

【発表】平成27年12月5日（土）17：00～18：00 

場所：【練習】東山いきいき市民活動センター 

   【発表】ゼスト御池 

参加人数：41名（大人37名，子ども4名） 

事業費：79,858円 

講師：濱田のぶよ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東山いきいき市民活動センターとの共催事業。当センター

は，事業の運営・広報を担当，東山いきいき市民活動セン

ターは，広報・発表出演団体の選定・会場を担当しました。 

ゴスペルの代表曲である「ダウンバイザリバーサイド」，「メ

イクアスワン」，「オーハッピーデイ」の3曲のゴスペルレ

ッスンを行い，12月5日に行われた「人権啓発パネル展」

にて，練習の成果を発表しました。東山いきセンとの関係

が深まっただけでなく，発表時に参加者にパネル展を鑑賞

してもらい，市民活動の啓発に繋がりました。 

 

高齢者交流事業「歌声クラブ」 

 

日時：平成27年7月10日・8月14日・9月11日  

平成28年1月8日・2月12日・3月11日 

10:30～12:30 

場所：岡崎いきいき市民活動センター和室 

参加人数：前期・延べ55名  後期・延べ52名 

事業費：69,787円 

講師：今井・玉木・花田 他 

 

地域の中高年を対象にして，唱歌や歌謡曲などの斉唱を楽

しみました。選曲も参加者によるリクエストを中心として

おり，曲紹介の際も，講師から紹介を行うのではなく，参

加者に時代背景や作曲者名などを発表してもらい，記憶を

たどることで脳の活性化を図りました。 

講座の最初に情報提供タイムを設け，職員からセンター事

業の案内や，センター利用サークルの紹介を行い，これを

きっかけに，レコードを聴く会や紹介月間等の事業の参加

や，センター利用サークルの定期参加へ繋がった方も数名

おられました。 

ゼスト御池 人権啓発コンサート 
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大学学生連携事業 

 

日時： 

①ビジュアルデザインWS 平成27年8月27日（木） 

②ガーデンデザインWS 平成27年11月16日（月） 

③音楽WSアートパフォーマンス in OKAZAKI 

   平成27年5月2日(土)・3日（日） 

④事業検討委員会  

  平成27年6月4日(木)・平成27年12月17日（木） 

⑤リーフレット作成 

場所：岡崎いきいき市民活動センター音の庭，ちびっこ広

場 

参加人数：延べ約180名 

事業費：149,351円 

 

①近隣の幼児園と連携。京都の景観に関するクイズを行っ

た後，幼児園の児童と地域住民で，ちびっこ広場壁面の塗

替えを行いました。 

②学区社協と連携。本事業の趣旨の説明を行った後，音の

庭の植替えを行いました。 

③（→詳細は文化芸術連携事業。） 

④UNIK-O OKAZAKI 実行委員会という名で事業検討委員会

を組織(造形芸術大学曽和治好教授，まちひろば計画工房朝

倉眞一，有限会社アーキテクトタイタン河原司，京都大学

院学生岸田洋弥，岡崎いきいき市民活動センターセンター

長西野桂子，他UNIK-O OKAZAKIメンバーとして数名）。事

業検討委員会にて，センターの景観に関する意見交換や，

提案等を行いました。 

⑤リーフレットにまとめることによって，1 年間の活動成

果を振り返ると共に，地域住民に当センターの取り組みを

知っていただくことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域交流・連携事業 

「岡崎・下京おさんぽコレクション」 

 

日時：雨天中止：平成27年11月14日（土）  

開催日 ：平成27年11月21日（土）13:00～17:00 

場所：岡崎いきいき市民活動センターから下京いきいき市

民活動センター  

参加人数：参加者8名＋スタッフ7名（講師1，岡崎1，

下京2，京都市3）  

事業費：49,886円 

 

下京いきいき市民活動センターのスタッフの方と打合せや

下見，アイディア出しを行い，センター間の関係が深まり

ました。当センターを利用したことがない人たちばかりが

参加され，センターの告知につながりました。 

天候不順による順延などで参加人数が少なくはなりました

が，かえって少人数で満足度の高いまち歩きイベントにな

りました。休憩場所として京都市市民活動センターを活用

し，チラシなどをみて市民活動に関心をもつ参加者がおら

れ，「まち歩き」の事業に高い需要があることがわかりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域連携・交流事業  「わいわい文化祭」 

 

日時：平成28年2月6日（土）  

場所：京都国際交流会館  

参加人数：13団体 出演・入場者約300人 

うち当センターより企画事業10名参加  

事業費：135,488円 

 

岡崎いきいき市民活動センターと岡崎地域の自治連合会が

協働し，地域の各種団体，福祉施設・教育機関との連携の

もと，歌や踊りなど発表を行いました。センターより，企

画・運営スタッフとして，職員も含めて 10 名のボランテ

ィアが参加しました。 

近隣の子どもたちとともに壁にペンキを塗りました 

説明を真剣に聞く参加者の皆さん 
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今年度は，さらに広く参加者，観客をよぶために，所属団

体等がなくても気軽に参加希望者が出演できるようにコー

ラス隊を結成し当センターで2回練習し本番に出演する機

会を設定し，「上を向いて歩こう」を合唱しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域連携・交流事業  「夏の岡崎いきセン紹介月間」 

 

日時：平成27年7～8月  

場所：岡崎いきいき市民活動センターおよび各公共施設等

へ配架  

参加人数： 22団体 

事業費：11,040円 

 

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。新たな参加者を募集している団体については，各団体

でイベントなどを企画していただき，活動紹介というかた

ちでコンサートや舞台の告知をする団体もありました。各

サークルの活動状況を知ることができ，コーディネートへ

活用ができました。 

チラシに，センターの市民活動活性化事業についても紹介

し，センターの活動の告知や参加を呼びかけることが出来

ました。 

 

 自主事業事業報告               

  ～地域×音楽×市民活動～ 
 

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「自主事業」という形で，様々な事業を行っていま

す。 

①ワールドミュージック事業 

②レコードの小庭（音の庭でレコード鑑賞&ライブ） 

③親子スマイル広場（錦林子育てネットワークと協力して

の親子向けイベント） 

④卓球岡崎いきセン杯 

⑤親子にこわく (^o )̂/フェスティバル（子育て支援団体と

コラボしての親子向けイベント） 

⑥女性のための春画サロン（細見美術館と連携しての講座） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主事業  「ワールド・ミュージック事業」 

 

日時： 

①オカザキ・プレイ 平成27年4月11日 

②岡崎ミニワールドミュージックフェスタ（中国編）平成

27年9月6日 

③岡崎ワールドミュージックフェスタ2015平成27年10

月25日 

④岡崎ワールドミュージック工房平成28年3月26日  

場所： 

①岡崎別院 ②当センター ③妙傳寺，大恩寺 ④見性寺 

参加人数：①約1500名 ②約50名 ③約1500名 ④約

50名 

岡崎界隈の飲食店グループ「colors」,環境・子ども系団体

「CATION」，「岡崎魅力づくり推進協議会」と連携し，「食

と音楽のまち岡崎実行委員会」を設立。音楽フェスティバ

ルの企画運営を行いました。ワールドミュージックのアー

ティスト他，地域の音楽グループの発表も積極的に取り入

れ，一般的な街フェスと比べ，より地域密着型のイベント

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡崎自治連合会のみなさんと共に事業を企画運営 
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 定例会 

～スマイルミーティング～ 
 

 

 

 

 

 

 

開催日時：平成27年4月～平成28年3月 

開催場所：ひと・まち交流館， 

岡崎いきいき市民活動センター 

日時：毎月1回月曜夜 

 

前半は（4 月～9 月）ひと・まち交流館で月 1 回開催し，

主にスマイルミュージックフェスティバルとみゅ～ふぇす

について検討した。その他，事務局や会員同士の情報交換

等も行うなど，会員の交流の場になった。 

毎回，はじまりの曲セッション♪を行い季節の曲などを合

奏，歌った。  

後半は（10月～3月）岡崎いきセンにて月1回開催し，各

月毎に課題曲を決め，活動に生かせる勉強会と題して，曲

の背景や，歌詞の先読み，伴奏法やリズムセッションなど

の内容を共有した。当初は会員同士の交流，活動に関する

相談などいつでも気軽に立ち寄れる居場所になる事を目指

していたが，参加する会員は限られている。次年度も課題

はあるが，活動に生かせる内容での開催を予定しているの

で，会報などでの情報発信を行っていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員交流・親睦，勉強会 

 今までの定例会のあり方に加え，10月から〈西野代表に

よる音楽講座〉がスタートしました。 

 活動を行っていて「もっとスキルアップしたいなあ。」「も

っと工夫できないかなあ。」「どうしたら，もっとみんなが

一体となって楽しめるのかなあ。」等々・・・胸の内を明か

しました。又，他の人の話を聞くことで，「うんうん！」と

頷いたり，その事で自分を見つめ直したり・・・。実際，

一つの曲を進行役，曲の紹介，歌詞の先読み，キーボード

伴奏や，本来全音符などで伸ばしている音の所に，どんな

アドリブを入れたらより楽しくなるか(次の歌詞に早く入っ

てしまわないためにも)等など，役割分担をしてやっていま

す。西野代表のアドバイスを受けて，わかっていても思う

様にできず，難しさを感じながらですが，とても学び多い

時間です。 

 又，手拍子や打楽器の仕方も，実際みんなでやってみる

事でわかる，貴重な経験です。こんな時間の共有の積み重

ねが，きっと今後の活動に結びついていくのだと思って，

毎月楽しんでいます。 

                  (report：嶋野純子) 

 

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，設立当初より月１度定例会を開催してまいりました。 

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。 

活動内容についての意見交換 

 青い山脈の練習中の様子 
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  みゅ～ふぇす 

 ～会員のための音楽会～ 
 

 

タイトル：～音の風みゅ～ふぇす～ 

     創ってみよう！45分プログラム 

     スマイルの歌・むじか・とれぇす コンサート 

開催日時：平成26年11月15日(日)  

開催場所：長谷川邸  

担当者 ：吉田，中田幸，米谷 

参加人数：35名 

 

 

 会員間の親睦を目的として毎年開催している。今年度は

平成27年11月15日に長谷川邸（会員中川さん管理され

ている邸宅）で行った。35名の参加があり，新会員も多く

来て下さったので，前半は当法人の理念やビジョンの説明

を行い，その後活動に生かせるように，高齢者・障がい者・

子どもの活動（45分プログラム）内容を考え，各グループ

で練習発表するという内容を行った。会報にてできたプロ

グラムを掲載し，早速セッションネタを活動先で実践され

た施設もあったようである。スマイルの説明も行いスマイ

ルの歌の練習，後半は会員でもあり演奏依頼にご協力いた

だいている「むじか・とれぇす」のコンサートもあり，参

加型でハモリをし，一体感が生まれた。スマイルミュージ

ックフェスティバルに出演されているジョイントほっとよ

りクッキーを注文し連携ができた。顔を合わすことで交流

ができ，新会員との親睦が深まった。 

次年度はスマイルミュージックフェスティバル 10 周年に

もなるので，スマイルに生かせるように，コンサートの見

学を企画したいと思う。 

 

                                 

（

池

田

宏

子

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業内容・総括 

タイトル：～音の風みゅ～ふぇす～ 

     創ってみよう！45分プログラム 

     スマイルの歌・むじか・とれぇす コンサート 

 

 

 

 

 

 

 

 

。 

 

 

 

 

会員同士の交流と親睦を目的とした「みゅ～ふぇす」は，

２０１５年１１月１５日長谷川邸で行われました。まずは，

３つのグループに分かれて，それぞれが障害者施設，高齢

者施設，子ども（児童館３，４年生）を対象にしたクリス

マスのプログラムを作成し発表しました。参加型のリズム

遊びあり，顔じゃんけんあり，二人羽織あり，クイズコー

ナーありで，大変盛り上がりました。その後２０１６年３

月に行われるスマイルミュージックフェスティバルの説明

と，「スマイルの唄」の練習がありました。また，西野代表

からは，音の風の現状とこれから目指す方向についてのお

話がありました。最後に「むじか・とれぇす」さんのコン

サートがあり，会場全体が歌や音楽に包まれて，幕を閉じ

ました。     （report：池田宏子） 

各チームの発表の様子 むじか・とれぇすのコンサート 

玉木さんによる顔じゃんけんの様子 

表情筋が活性化されました！ 
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理事会の開催 
 

27年度は5回理事会を開催しました。 

第1回理事会 平成27年5月10日（日） 

第2回理事会 平成27年7月22日（水） 

第3回理事会 平成27年9月21日（月） 

第4回理事会 平成28年1月9日（土） 

第5回理事会 平成28年3月26日（土） 

 

  事務局 

 
～組織力向上に向けて～ 
 

昨年度に引き続き，事業実施体制は理事＝事務局となって

おり，常勤スタッフがいない状況のなかで現事業数を理事

中心にこなすことが非常に困難な状況となっています。こ

の数年にわたり続く状況を受けて，改善に向けて体制の見

直し行ってきました。 

27年度は，拠点獲得に向け，会員内でミーティングを繰り

返し行いました。拠点獲得の動きに伴い，理事会で中期計

画の作成を検討しました。当法人の拠点獲得の目的と，先

方の条件が合わず，予定していた物件は辞退することとな

りましたが，引き続き拠点獲得に向けてマッチングを試み

ています。 

事業としては，収益の柱となる「ミュージックサロン事業」

に力を注ぎました。京都府が行う「京都式プロボノ」へ依

頼し，ターゲットの絞込みやグループの強みの確認を行い

ました。また，グループの独立した HP の作成や，チラシ

の作成をしました。今後も引き続き，効果的な広報につい

ての検討をしていきます。 

会員数について，目標は20名増の110名としていました。

会員の積極的な呼びかけもあり，19 名入会，退会者が 9

名あり，会員数は 111 名となりました。（平成 28 年 3 月

31日付け） 

情報発信について，昨年度にパンフレットと HP の改装を

行ってから，新規の依頼や，見学の問合せが相次いでいま

す。入会の問合せも25件あり，個々に説明を行いました。

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，事務局内で投稿の仕組みを検討し，公開ページに

週１ペースでの投稿を目標とした。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。 

 

 

 

 

～拠点について～ 
 

昨年の秋頃より進めてまいりました標記拠点の件，今年中

の方針決定を目指し，建物に関する調査やシュミレーショ

ンを行って参りましたが，最終的には物件所有者である東

山区社会福祉協議会(以下，区社協)から提示された条件が

折り合わず，不成立となりましたことをご報告致します。

当法人では，設立当初より，活動拠点となる場を探して参

りました。今回残念な結果となりましたが，これからも地

域に必要とされる音や音楽にあふれる場づくりを目指し拠

点探しを進めていきたいと思います。 

 

～ファンドレイジング～ 
 

ＮＰＯの財源は，会費収入，事業収入，助成金収入，委託

金収入，寄附金収入と主に 5 種類あると言われています。

当法人では，現在までに会費収入や事業収入を中心に少し

でも確保できるように取り組んできましたが，唯一寄附金

収入に関しては積極的な働きかけが出来ていませんでした。 

本年度は，課題であった寄附金の獲得に向けて，その方法

を具体的に検討し，①企業の訪問②クラウドファンディン

グ③地域創造基金事業指定についてまずは一歩踏み出して

みようと動き出しました。 

 企業の訪問では，会員の繋がりのある企業や寄附金につ

なげるためのキーマンを紹介していただくことから広がり

を期待したものの，会員から紹介を受けること自体にハー

ドルがあったということが今回わかった。3 件の訪問を目

指していたが，結局，ミュージックサロンコンサート等で

つながりがあった旭堂楽器店１件の訪問に終わった。実際

の寄附に関しては，新年度の予算組に期待したい。 

 27年度予算案では，寄附金収入の目標額として30万円

設定していた。会員からの寄附金を中心に，結果，270,558

円の実績となった。 

今後，寄附金確保に向けた動きを本格化するのであれば，

募集体制の確立と実務に関する人員配置等を組み立てる必

要がある。 

 

～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

改訂版が出版されました。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63冊の購入がありました。 

 

理事会・事務局 
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収入の部

項目 27年度予算案 28年度決算 備考

会費収入 606,000 630,000

正会員会費 600,000 555,000 正会員111名

賛助会員会費 6,000 75,000

事業収入 19,499,750 20,027,064

音楽ボランティア派遣事業 280,000 326,340

アーティスト派遣事業 2,700,000 2,616,804

ミュージックサロン事業 2,210,000 1,743,520 ピアノ，ポピュラーコーラス，ゴスペル，歌声

委託事業 14,234,750 15,174,620 27年度岡崎いきいき市民活動センター指定管理料＋市民活動活性化事業収入

楽譜出版事業 75,000 165,780

その他事業

補助金収入 400,000 376,000

音楽イベント企画運営事業 400,000 376,000 スマイルミュージックフェスティバル助成金

寄付金収入 300,000 270,558

300,000 210,558

物品販売収入 0

雑収入 4,000 4,036

受取利息 1,000 2,036

雑収入 3,000 2,000

収入合計 20,809,750 21,307,658

前期繰越 6,623,955 6,623,955

計 27,433,705 27,931,613

支出の部

事業支出 16,994,750 15,837,976

音楽ボランティア派遣事業 50,000 61,584 交通費カードその他

アーティスト派遣事業 1,890,000 1,756,195 謝金

ミュージックサロン事業 740,000 783,480

委託事業 14,234,750 13,142,083 27年度岡崎いきいき市民活動センター指定管理費（消費税約50万円含む）

楽譜出版事業 80,000 94,634

その他事業

補助金事業費 400,000 371,464

音楽イベント企画運営事業 400,000 371,464 スマイルミュージックフェスティバル事業費

管理運営費 3,371,800 2,760,282

(１)人件費

給料手当 1,800,000 1,726,660 事務局スタッフ人件費

謝金 200,000 0 事業プロジェクトのための謝金

福利厚生費 20,000

人件費計 2,020,000 1,726,660

（２）その他の経費

印刷製本費 50,000 32,966

会議費 30,000 4,200 交通費，会場費，他

通信運搬費 300,000 243,678 電話，会報郵送，資料送付郵送費他

消耗品費 60,000 81,314 インク，用紙，封筒その他

地代家賃 60,000 60,000 スモールオフィス家賃(月5000円×12か月)

租税公課 3,000 31,329

支払手数料 4,000 756

管理諸費 64,800 64,800 会計事務所　

備品消耗品費 50,000 0

雑費 30,000 979

その他の経費計 651,800 520,022

(３)経常外費用

法人税及び事業税 400,000 513,600

消費税 300,000 28年度、739,400円

経常外費用計 700,000 513,600

支出合計 20,766,550 18,969,722

次期繰越 6,667,155 8,961,891

当期収支差額 43,200 2,337,936

計 27,433,705 27,931,613

特定非営利活動法人音の風　28年度決算
 

    
  

2015年度決算報告： 
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財務諸表の注記

特定非営利活動法人　音の風

１．重要な会計方針

　　　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準(2010年7月20日　2011年11月20日一部改正
　　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

　　（１）資産の評価基準及び評価方法
　　　　　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　　　最終仕入原価法による原価法を採用しています。

　　（２）消費税等の会計処理
　　　　　消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

２．事業別損益の状況
　　　事業別損益の状況は以下の通りです。

（単位：円）

科 目
音楽ボラン

ティア事業

アーティスト

派遣事業

ミュージック

サロン事業

イベント

事業
楽譜販売事業 管理受託事業 事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ　経常収益

　１．受取会費 630,000 630,000

　２．受取寄付金 210,558 210,558

　３．受取助成金 370,000 165,780 535,780 535,780

　４．事業収益 326,340 2,616,804 1,743,520 6,000 15,174,620 19,867,284 19,867,284

　５．その他収益 1,200 1,200 2,836 4,036

　　経常収益計 326,340 2,616,804 1,743,520 376,000 165,780 15,175,820 20,404,264 843,394 21,247,658

Ⅱ　経常費用

　(１)人件費

　　　給料手当 8,983,781 8,983,781 1,726,660 10,710,441

　　　法定福利費 1,224,947 1,224,947 1,224,947

　　　人件費計 10,208,728 10,208,728 1,726,660 11,935,388

　(２)その他経費

　　　売上原価 90,951 90,951 90,951

　　　業務委託費 423,096 423,096 423,096

　　　諸謝金 1,659,300 630,200 190,000 257,137 2,736,637 2,736,637

　　　広告宣伝費 8,100 8,100 8,100

　　　印刷製本費 8,358 64,888 77,195 150,441 32,966 183,407

　　　新聞図書費 2,430 48,444 50,874 519 51,393

　　　旅費交通費 49,500 37,820 21,500 108,820 460 109,280

　　　通信運搬費 11,060 180,677 191,737 243,678 435,415

　　　消耗品費 2,892 60,724 611,615 675,231 81,314 756,545

　　　修繕費 53,470 53,470 53,470

　　　水道光熱費 559,530 559,530 559,530

　　　地代家賃 60,000 60,000

　　　賃借料 68,940 4,320 59,260 132,520 4,200 136,720

　　　保険料 9,160 9,160 9,160

　　　諸会費 3,000 3,000 3,000

　　　租税公課 12,084 96,895 64,558 222 3,683 562,095 739,537 31,329 770,866

　　　支払手数料 432 2,376 2,808 756 3,564

　　　管理諸費 64,800 64,800 64,800 129,600

　　　その他経費計 61,584 1,756,195 783,480 371,464 94,634 2,933,355 6,000,712 520,022 6,520,734

　　経常費用計 61,584 1,756,195 783,480 371,464 94,634 13,142,083 16,209,440 2,246,682 18,456,122

　　当期経常増減額 264,756 860,609 960,040 4,536 71,146 2,033,737 4,194,824 -1,403,288 2,791,536
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収入の部

項目 28年度予算案 備考

会費収入 660,000

正会員会費 650,000 5000円×130名(26年度から13名増)

賛助会員会費 10,000

事業収入 20,679,750

音楽ボランティア派遣事業 330,000

アーティスト派遣事業 2,700,000

ＭＳ事業「中高年ピアノサロン」 90,000 生徒数3人×5,000円×6か月

ＭＳ事業「ポピュラーコーラスコース」 700,000 生徒数18名×3,000円，他

ＭＳ事業「ゴスペルコーラス」 800,000 生徒数18名×3,500円、他

ＭＳ事業「中高年歌声教室」 450,000 生徒数75名×500円

ＭＳコンサート 300,000

委託事業 15,234,750 28年度岡崎いきいき市民活動センター指定管理料

楽譜出版事業 75,000 30冊×2500円

その他事業

補助金収入 450,000

音楽イベント企画運営事業 450,000 スマイルミュージックフェスティバル助成金、東山区社協協賛金

寄付金収入 300,000

300,000

物品販売収入 0

雑収入 4,000

受取利息 1,000

雑収入 3,000

収入合計 22,093,750

前期繰越 8,901,891

計 30,995,641

支出の部

事業支出 17,877,750

音楽ボランティア派遣事業 50,000 交通費カードその他

アーティスト派遣事業 1,890,000 謝金

ＭＳ事業「中高年ピアノサロン」 63,000

ＭＳ事業「ポピュラーコーラスコース」 200,000

ＭＳ事業「ゴスペルコース」 280,000

ＭＳ事業「中高年歌声教室」 160,000

委託事業 15,234,750 28年度岡崎いきいき市民活動センター指定管理費（消費税約50万円含む）

楽譜出版事業 0

その他事業

補助金事業費 450,000

音楽イベント企画運営事業 450,000 スマイルミュージックフェスティバル事業費

管理運営費 3,520,000

(１)人件費

給料手当 1,800,000 事務局スタッフ人件費

福利厚生費 20,000

人件費計 1,820,000

（２）その他の経費

印刷製本費 80,000 パンフレット150,000

会議費 200,000 会場賃借料他

通信運搬費 250,000 電話，会報郵送，資料送付郵送費他

消耗品費 60,000 インク，用紙，封筒その他

地代家賃 60,000 スモールオフィス家賃(月5000円×12か月)

租税公課 3,000

支払手数料 4,000

管理諸費 63,000 会計事務所　

備品消耗品費 50,000 プリンター他

雑費 30,000

その他の経費計 800,000

(３)経常外費用

法人税及び事業税 100,000

消費税 800,000

経常外費用計 900,000

支出合計 21,847,750

次期繰越 9,147,891

当期収支差額 246,000

計 30,995,641

特定非営利活動法人音の風　28年度予算案
  

2016年度予算案 
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 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 

できごと 

  

総会& 

ぷちみゅ～ふぇす  

定例会 

レクや伴奏の勉強

会を行いました。 

音楽ボランティア 

派遣事業 

山科身障会館 

さくらまつり  

久世ホーム 

開園記念祝賀会  ケア醍醐 

アーティスト 

派遣事業 

 

レクミーティング 

月１で勉強会を 

開催しました。    

ミュージック 

サロン事業 

 

プロボノ依頼 

広報の戦略を 

学びました。   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 

 

おかっぱ 

センター前庭「音

の庭」でのライブ   レコードを聴く会 

 

この 1 年の歩み 

「ぷちみゅ～ふぇす」では， 

１人１曲披露。 
参加型のステージも 

ありました。 

発表会でのコラボ演奏♪ 

観客の皆さんも一緒に 

「聖者の行進」を 

歌いました。 

助成申請完了!! 
第１回実行委員会も行って， 
今年のスマイルがスタート 
しました。 

音楽に合わせて， 

スカーフとバルーンを 

使った活動を行いました。 

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。 
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9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

  

東山まちカフェ 

プレゼンを行い

ました。 みゅ～ふぇす    

   洛東園    

   

東山区社協 

クリスマス会 

飛鳥井 

ワークセンター 

音楽の集い   

   クリスマス訪問  わいわい文化祭  

貞教ふくし祭り 

ソラチーム 

で出演   練習スタート   スマイル本番 

ワールドミュー

ジックフェスタ 植替えWS    わいわい文化祭  

      

音の庭を彩る花々を 
地域の皆さんが 
植えてくださいました。 

どのチームも， 
工夫を凝らした演出!! 
練習での心の繋がりが 

見える，暖かいステージ 

でした。 

今年度は，アーティスト派遣の 
ご依頼を沢山いただき，大忙し! 
社協のクリスマス会も 
大盛況でした。 

京都府立文化芸術会館 
での大きなステージ。 
観客の皆さんも 

ステージに上がって 

歌いました。 

定期活動先でもクリスマス会♪ 
サンタが配ったのはプレゼント 

ではなく，楽器！？ 

今年度も長谷川邸にて 
みゅ～ふぇすを行いました。 
レク勉強会や，ライブ鑑賞と， 

充実の内容でした。 

岡崎リトルポップスターズは， 

クリスマス会で 

子ども向けレクにチャレンジ！ 

楽しいステージとなりました。 
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2016 年度 事業計画 
 

  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行う。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。会員が音楽的

スキルアップ，レクや進行のスキルアップを意識できるよう働きかける。 

①単発活動本番に向けてレクや進行や，音楽的スキルアップを目的とした勉強会を開催し，活動の質の向上を目指す。 

②スマイル，総会，みゅ～ふぇす等で会員同士の交流の機会をつくり，コーディネートの円滑化を図る。 

 

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。音楽コミュニケーションワーカー，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者が，地域の主に福祉施設における音楽活動を行う。 

○事業計画 

①アーティスト派遣事業に興味と理解のある音楽家に呼びかけ，入会と登録を促す。 

②高齢者向け介護予防プログラムの作成に向けて，ミーティングを行う。 

 

                         

ミュージックサロン事業 

ポピュラーコーラス 

○事業の目的と内容 

毎月第2・4金曜日にコーラスのレッスンを行い，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行なう人材の育成を図る。 

○事業計画 

①受講者16名から5名増を目指す。 

②9月17日に発表会，12月にクリスマス訪問演奏を行う。 

③その他受講者から提案があれば随時，訪問演奏を行う。 

④訪問演奏のリーダーを受講者が担えるよう育成を行う。 

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

ゴスペルコーラス 

○事業の目的と内容 

毎月第1・3土曜日にゴスペルコーラスのレッスンを行い，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すし，社会貢献を目指した音楽活動を行なう人材の育成を図る。 
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○事業計画 

①受講者17名から5名増を目指す。 

②9月17日に発表会，12月にクリスマス訪問演奏を行う。 

③その他受講者から提案があれば随時，訪問演奏を行う。 

④訪問演奏のリーダーを受講者が担えるよう育成を行う。 

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

中高年のための歌声教室 

○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。 

○事業計画 

①第2金コース，第4金コースの2コースで活動する。第2金コース受講者32名から10名増，第4金コース受講者28名

から10名増を目指す。 

②チラシを作成し，会場近辺を中心とした関係機関との繋がりを強化，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行う。 

 

中高年のためのピアノサロン 

○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，誰もが気軽に立寄り音楽（レッスン）を通して，QOL の維持向上と

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，１回約１０分間レッスンを岡崎いきいき市民活動センターで開催している。 

○事業計画  

①新規立ち上げに向け，調査を行う。  

②体制づくりを行う。 

 

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 

①東山区民ふれあいひろば，貞教ふくし祭りなど2～3件を予定。 

２．福祉教育＆笑顔の絵 

②笑顔の絵は200枚前後の応募を目標に募集する。29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 

④3月5日（前日準備3月4日），財源確保の見通しが付いた時点で実行委員会にて開催を決定する（地域力再生プロジェク

ト支援事業助成金，人権啓発活動補助金申請予定。） 

⑤第10回開催を記念したプログラムを検討する。 
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事務局  

○目的と内容  

当法人の安定的かつ継続的な存続のため，引き続き事務局体制の強化を行う。現在，当法人は，多くの事業を抱えているにも

かかわらず，非常勤ＳＯスタッフ 1 名が週3 日で事務を担っている。他，事務局スタッフは 3名いるが，円滑に業務を行う

ためには，資金確保による常勤のスタッフの確保と，業務の整備による業務の簡素化が必須である。 

昨年に引き続き，拠点確保に伴う事業計画や情報収集に努める。事業計画にあたっては，自主事業の展開に加えて，委託事業

等の受託も視野に入れた計画の検討を行う。特に，障害児を対象とした音楽活動のニーズは高く，障害児の居場所問題も合わ

せて検討を進めたい。 

○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。 

②27年度目標は現会員数111名から14名増加の125名とする。 

③ファンドレイジングを行う。 

④事務局作業の年間スケジュールを作成し，作業の見える化を図る。 

⑤活動会員や依頼先が増える一方，裏方を支える事務局作業を行う会員はまだまだ少ない。積極的に活動や企画に参加しても

らい，事務局の活動に興味を持ってもらうよう呼びかける。また，事務局の仕事に興味のある会員をコーディネートし，簡単

な事務作業からサポートをお願いする。 

⑥パンフレットや事業チラシを100箇所に郵送し，会の広報を行う。 

人員体制 

〇28年度役員 

代表理事 西野桂子，副代表理事 藤田道夫， 

理事 天谷さおり，岡本芳孝，米谷亜由美，滋野浩毅，木下裕史 

監事(案) 柴田泰（総会にて承認） 

〇事務局体制 

スタッフ 藤野正弘，天谷さおり，西野桂子，ＳＯ 米谷亜由美，菊地美紀子 

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  

非常勤職員 西野桂子，天谷さおり，藤野正弘，前滝康彦，尾藤三希子，佐藤加耶子，野口由子，今林幸子，福原汐美 

 

 

 

会員交流 

○目的と内容  

会員間の親睦を目的として毎年開催している。 

○実施計画  

①総会後のぷちみゅ～ふぇすを開催する。 

②秋にみゅ～ふぇす実施予定。 

③会員懇親会を目的とした新年会を開催する。 

④懇親会，みゅ～ふぇすを通して，会員間の交流を図り。交流を通じてグループができ活動に繋がるよう期待する。 
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【27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：日置佳世子・日置正子 森本好子 大平ひろみ 栗田敏美 玉城知子 足滝彩 

【27年度寄付者】（敬称略。順不同）  

藤田道夫 酒谷宗男 藤野正弘 野口義廣 三井トミ子 溝川義治 山口彰一郎 粟根せつ 天谷さおり 西野桂子 

熊谷朝海 池田宏子 石塚保之 今井まみ 岡本芳孝 他匿名5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，カスタくんクッキー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。 

・Tech Soup Japan（ソフトウェア寄贈プログラム）：ＰＣソフト(ウイルス対策ソフト等)のご寄贈をいただきました。 

・認定NPO法人イーパーツ：パソコンをご寄贈いただきました。 

・NPO法人テダス：プロボノボランティアを派遣していただき，組織マネジメントの専門家による運営に関わるアドバイスを

いただきました。 

・NPO法人サービスグラント 

 

 

 

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 

スマイル協力 

・東山区地域力推進室 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

新聞に掲載していただきました。 
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