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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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2019 年度事業及び組織体制 

【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 雄司 

監   事 庄林 幸士 

※OSF：音の風サポートスタッフ 

事業実施体制 

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13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コース  ⑥子どもコーラス 

⑦おとな鍵ハモ教室 

 

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（9年目） 

文化芸術交流・連携事業 

「座談会－障がいのある人の表現活動を考える II 」， 

「コミュニティ合唱」，「レコード図書館」他 

地域交流・連携事業 

「Live! Live! Live!」，「岡崎わいわい文化祭」他 

市民活動育成事業 

「イベント企画」，「サークル紹介月間」他 

事務局体制の強化 事務の簡素化 

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 

 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 

森  亜 紀

山下  聡 

【ＯＳＦ】 

 菊地 美紀子 

 小川 和寧 

 小野 貴志 

 大垣 広晃 

 平井 寛爾 

【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  

        齋藤 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 龍  怜 子 

高見 美智子 上田 萌花 吉 田  匠 
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理事・滋野浩毅 

 

 新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大の影響は止まることを知らず，今回，2020年度の通常総会も「集

まらない総会」にせざるを得ませんでした。「集まれない，参加できない，人と会えない」状態，「人前で演奏で

きない，教えられない，喜びを共有できない」状態。人が集い，音楽を通して社会を幸せにすることを目指す私

たち音の風にとって，今はとても辛い時です。この状況はいつまで続くのか。また，どうすれば抜け出せるのか。

誰も答えを持っていません。 

 芸術文化にとって2019年度は，この新型コロナウイルスによる影響のみならず，考えさせられる問題が起こ

りました。「あいちトリエンナーレ2019」では，芸術文化，表現活動と権力，世論との関係が改めてあぶり出

されました。この問題に関する是非についてはここでは問いませんが，社会の中における芸術文化，表現活動の

意味，あり方について一石を投じたことは事実です。 

 なんだか，芸術文化にとっては「逆風」が吹き荒れる1年となってしまいましたが，この「逆風」に対し，

時に息を潜め，時に抗いながら次の機会を待つことが今の私たちには求められているのではないでしょうか。私

たちは決して「不要不急」のことに取り組んでいるのではありません。ドイツの文化大臣モニカ・グリュッター

スは，「文化は良き時代においてのみ享受される贅沢品などではない，と認識しています。ある一定期間，文化

活動を諦めなければならないとすれば，それがどれほどの喪失であるかも，われわれは理解しています」と述べ

ました。こうした中，我が国でも芸術文化を，そして市民活動を「共感」や「志」で支えようとする動きが，少

しずつではありますが，出てきました。文化は社会に求められているのです。 

 科学者アイザック・ニュートンは，ペストで大学が休校となり，実家に戻っていたときに，あの万有引力の法

則を発見したそうです。のちに，このペストによる休校期間は「創造的休暇」と呼ばれるようになりました。 

今は集まれず，人と接することについても大きな制限がかかっていますが，私たちは「アフターコロナ」の時代，

音楽で社会や地域に対し何ができるのか。そしてどのようにそれをしていけば良いのか。考え，次のアクション

に向けて備えるべき時期が今なのではないでしょうか。新たな創造を求めて。 

 

参考「3/11 ドイツ文化大臣「フリーランスの芸術家への無制限の支援」を言明」

https://jazztokyo.org/news/post-50875/（2020年4月24日確認） 

 

 

 

  

逆風下でこそ 
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2019 年度のトピック 

 
 

「音楽があるから外に出られる」 

― Live! Live! Live! 2019孤立しがちなミュージシャン達のセッションとトーク開催 ― 
 

生きづらさを抱えながら生活をする若者は少なくありません。生きづらさを感じるに至る背景や要因はそれぞれ異なり，彼

らが抱える困難な状況は多岐にわたっています。 

音の風が，ひきこもりの若者支援を行う会「NPO法人若者と家族のライフプランを考える会（LPW）」で活動を始めたのは

約10年前。会員の大槻みゆきさんが行う音楽療法の活動です。LPW代表の河田さんによると，この音楽療法の活動によって

彼らはどんどんと自分に自信をつけていったといいます。生きづらさを抱える若者にとって音楽のかかわりが，社会とのつな

がりを模索する大きなきっかけになっていることは間違いありません。 

私たち音の風ができることは，心のこもった音楽活動とともに，生きづらさを抱える若者の問題について，たくさんの人々

と共有する機会を作ることです。 

2019年9月14日，ロームシアター京都にて，LPWのメンバーで結成したバンド「Black Birds」とプロミュージシャンの

コラボによるセッションとトーク（リブリブライブ）を開催し，300人を超える来場者とともに，若者の生きづらさや社会的

孤立の現状や課題を共有することができました。（P22報告参照） 

 

 

 

 「2019年夏 短期講座」開講のための 

＜Readyfor＞クラウドファンディングに初挑戦～達成！  
 

例年岡崎いきいき市民活動センター(以下いきセン)の運営にて開講しておりましたポップスコーラス・ゴスペルコーラス・

ピアノの「短期講座」ですが，今年はいきセンの事業指針変更にともない，継続であれば音の風のプロジェクトとして運営せ

ねばなりませんでした。しかし運営に十分な資金を見込めず，初めての試みとして Web サイト＜Readyfor＞にてクラウドフ

ァンディングに挑戦いたしました。 

まったく手探りの中，会員の皆様やスタッフの人脈などにその意義を日々訴えかけつづけ，大変ありがたいことに多くの

方々のご支援をいただき，達成することができました。それにより，短期講座を皆さんにご満足いただける形で開講すること

ができました。 

この挑戦ではご支援そのものを得られたことはもちろん，音の風やスタッフの

周囲の大変沢山の方々が，音の風の理念に共感し，応援してくださっているとい

うことを改めて認識することができ，大きな励みとなりました。実際にご支援く

ださった方々はもちろん，情報共有など様々な形で応援くださった皆様に，改め

まして深くお礼を申し上げます。 

 

・クラウドファンディング支援金 525,000円   

・クラウドファンディング手数料 162,000円   

・実質収入 363,000円 

・支援者数 56名 

 

 

 

 ＜一般社団法人 非営利組織評価センター（JCNE）＞の審査により 

非営利組織評価センターのベーシック評価をクリア 
 

今年度音の風は，非営利組織運営の第三者評価を行っている「一般社団法人 非営利組織評価

センター（JCNE）」の審査を受け，すべての項目で基準を満たしているという評価をいただきま

した。 

これからも様々な活動を通じて，皆様に信頼ご支援いただけるよう，さらにしっかりとした組

織運営を行っていきたいと思っています。  

短期ゴスペルクラスとシャイニング 

スターズ有志の合同ステージ 
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事業報告 1-1 

2019 年度事業報告 

音楽ボランティア派遣事業：定期活動 

 

  

 

 

 「お会い出来ることがうれしいです。 

また来月も元気でお会いしましょう♪」 

 

 音楽ボランティア派遣事業定期活動では，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〜4 名ほどがグル

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の歌唱，歌やリズムを使った体操，会員

による演奏など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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者施設デイサービスでの活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者施設デイサービスでの活動 

 

  

活動先 担当 回数 

葵デイサービス 溝川 11 

やすらぎ 河野 11 

清水学区健康すこやか 水沢 2 

フェアウインドきの 岡本 9 

洛東園デイサービス 井崎 12 

粟田学区健康すこやか 三井 9 

サポートセンターめい 菊地 11 

宇多野病院 今井 10 

月輪学区健康すこやか 吉村 10 

有済学区健康すこやか 水沢 6 

合計 91 

 

         月輪健康すこやか学級  

        東福寺 
 

 

東福寺の豊かな緑を背景に建つ，元月輪小学校の校舎では，

毎月第3 火曜日に，ご高齢者のための「すこやか学級」が開

かれています。すでに 10 年続いていたこのグループの歌唱

指導を音の風が引き継いで3 年，ピアノと歌，ヴァイオリン

2 名でサポートしています。新しい曲に挑戦したいとの皆さ

んのリクエストを集めた2 冊目の歌集もでき，レパートリー

は明治から平成まで広がっています。健康への高い意識を持

ち集い続けておられる皆さんの力強い歌声に，私達も毎回パ

ワーをいただき帰っていきます。 

2 月よりコロナ騒動でお休みとなっていますが，一日も早

い終息と，お元気な皆さんとの再会を心より願っています。 

( Report：吉村裕子） 
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音楽ボランティア派遣事業：単発活動 

 

「どんな音楽が好きかな。 

初めての出会いに感謝」 
 

音楽ボランティア派遣事業単発活動では，定期活動と同様に2名〜4名

ほどがグループを組み，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，放課後デイの長期休み

時など依頼は様々です。昨年度依頼いただいた施設から今年度も来てほし

いという依頼もあります。初めて出会う方も多いので，どんな方々がいら

っしゃるのから想像しながら準備や練習をし，活動では，一緒に歌ったり

すると温かい雰囲気に包まれます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           まーぶる二条 

 

 

7月30日，西野さんとともに障がいのある子どもたちの放課後デイ「ま

ーぶる二条」へ行かせていただきました。重度の障がいを持つ小学校１年

生から高校2年生までの4名の利用者さんに向けた，音楽レクリエーショ

ン。流行りの「パプリカ」を歌うと，ちょうどダンスの練習をされていた

ようで，スタッフさんと一緒に盛り上がりました。リクエストをもらって

いたあいみょんやSHISHAMOの歌を歌うと，感動した様子の利用者さんも。

そのいつもと違う表情を見て，スタッフの方も喜んでいました。またオー

シャンドラムや押すタイプのハンドベルを見せるとみなさん興味津々な様

子。スタッフの方の力も借りながら，一緒にベルの演奏をするなど楽器の

音を楽しんでくれました。一緒にできることは限られていても，音楽を楽

しむ気持ちは同じ。音楽を通して一緒に楽しさを共有できることの素晴ら

しさを，改めて感じました。 

( Report：上田萌花 ※アーティスト派遣事業にボランティアとして参加） 

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 

放課後デイそらまめ 4 

高野デイサービス 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 

御所南マリアヴィラ 1 

豊園学区健康すこやか学級 1 

錦林保育園 1 

聖護院保育園 1 

合計 24 

 

＜2019年度 音楽ボランティア派遣事業総括＞ 

 

活動件数：115件(前年比 -9％) 

定期活動：10ヶ所91件 収入149,020円 支出 55,606円（2018年度11ヶ所97件 収入142,320円 支出 56,910円） 

単発活動：24件 収入71,865円（2018年度30件 収入109,240円） 

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

事業収入：220,885円（2018年度 251,560円 前年比85％） 

定期活動先は 2018 年度と同じ。単発活動の件数が減り、減収となりました。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。 

 

事業報告 1-2 
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事業報告 2-1 アーティスト派遣事業：定期活動 
 

音との『出会い』と『自由』を大切にしながら・・・ 

響き合う素敵な時間。 
 

アーティスト派遣定期活動では，かしの木学園や洛西ふれあいの

里デイサービスなどの音楽療法のほか，山科歌声教室やウクレレ教

室のような障がいのある方々との音楽レッスンの活動などを行って

います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       障がい者施設での音楽療法  

 

 

  

活動先 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 45 

ＬＰＷ 

(ひきこもり支援) 

大槻 48 

ＬＰＷ（演奏指導） 西野靖 24 

樫原居宅支援センター 

PPPサークル 

今井 11 

なづな学園（レク） 藤井 12 

大原野の杜 今井・大槻・村田 33 

なづな学園 八木 12 

かしの木学園 八木・今井 36 

山科歌声教室 小河 18 

山科ウクレレ教室 駒井 20 

大照学園 藤井 11 

山科ぶらんこ 吉田 11 

生活介護事業所 心夢 上田 8 

個人セッション 西野 11 

合計 311 

 

なづな学園・かしの木学園 

 

 

なづな学園では，吉村裕子さんによるバイオリン演奏と職員さん

のサポートによって，皆で手をとりあいダンスをするなど，音楽を

よりのびのびと味わえる活動が広がっています。オープンコードに

調弦したもので一人一人ギターの弾き語りをしたり，個々の表現に

皆で耳をすませるひと時も素敵です。リクエスト曲のコーナーで

は，お一人で歌うだけでなく，伴奏してくださる方，一緒に踊って

くださる方などが加わることが増え，生き生きとセッションが展開

されています。 

かしの木学園では，ギターやパーカッションが得意な職員さんと

共に，グループの中のギター演奏希望者が，とてもかっこよく演奏

してくださいます。また，リコーダーやダンスなど，各々の得意な

ものを日々練習して披露してくださる方もおられます。かしの木学

園でも，リクエストが出た際に，ご本人だけでなくダンスや演奏で

盛り上げてくださる方がたくさんおられ，音楽がもつ「響きあえば

どこまでも広がる」という素敵な特徴が形となっています。

（Report：八木美砂子）                      
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アーティスト派遣事業：単発活動 
 

新しい出会いに音楽が合わさって 

だれもが笑顔に 

 

 敬老会や，クリスマス会，地域のイベントでの単発依頼，地域の高齢者

サロンなど依頼は様々です。今年度は引きこもり支援をしている団体へバ

ンド指導やレコーディングもしました。活動では，初めてお会いする方々

も多く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。音楽が

始まると自然と聞こえてくる歌声に会場が暖かい雰囲気に包まれます。リ

クエストに応じての選曲や，短い時間で心に残る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鑑賞演奏が入り耳を傾けておられま

す。終了後は「また来てくださいね。」と握手を求められたり，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 

大照学園コンサート 1 

LPW法然院ライブ 2 

LPW訪問演奏指導ほか 11 

修徳すこやか学級 1 

山科身障会館 （秋まつり・年忘れ会） 2 

ローズライフ京都 1 

まーぶる二条 1 

貞教学区夏祭り 1 

洛西ふれあいの里更生園クリスマス会 1 

シーヤンホンの会 1 

稚松くつろぎひろば 1 

洛和グループ右京山ノ内 1 

洛西ふれあいの里デイサービス秋祭り 1 

音楽福祉工房はればれ 1 

成望館 1 

京北やまぐにの郷コンサート 2 

デイサービス夢眠 1 

ナービス京都二条 1 

京都市音楽芸術文化振興財団 1 

合計 34 

 

  夕陽紅（シーヤンホン）の会 

 

中国帰国者の方々の敬老会で演奏して来ました。 

伏見区向島の会場に到着して驚いたのは，皆さん会話されている言

葉が中国語。「ここはどこの国？！」って雰囲気だったこと。帰国され

て随分経っているので，まさかって感じでした。 

リクエストされた曲は，中国民謡に加え，ロシア民謡，日本の歌謡曲

や演歌。私は，アコーディオンを演奏しましたが，ロシア民謡や演歌

（なんと「北国の春」）は初めて。ボランティアでこそ出来る体験を楽

しみました。参加型コーナーでは，皆さん楽しそうに歌っていただき

嬉しかったです。 

また参加者による歌や演奏，踊りも楽しみ，一生懸命の姿を見て元

気をいただきました。若い女性が，歌の前に日中友好の話をされてい

たのも感動的でした。お土産にいただいた月餅の味も忘れません。 

音楽の力で，人が幸せに，世界が平和になることを願い，これから

もお役に立てればと思っています。 

( Report：山下サトシ） 

事業報告 2-2 

夕陽紅（シーヤンホン）の会 にて 

＜2019年度 アーティスト派遣事業総括＞ 

 

活動件数：345件（前年比 +7％）  

定期活動：15ヶ所311件 収入2,533,912円 支出1,777,213円 

（2018年度15ヶ所294件 収入2,337,732円 支出1,612,274円） 

単発活動：34件 収入570,286円 支出413,852円（2018年度29件 収入491,300円 支出389,170円) 

リーダー：西野，今井，大槻，八木，藤井，駒井，小河， 吉田，上田，村田 他 

事業収入：3,104,198円（2018年度2,829,032円 前年比99%) 事業支出：2,191,065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 17 件増の昨年度比+6％（2018 年度 294 件），単発活動

117％（2018年度29件）となっている。単発活動の引き合いや新規依頼が増えた一方、前年度と同じ施設は少なかった。 
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事業報告 3 
 

 2021年の開催を祈りつつ 

 

私は毎年このミュージックフェスティバルで，ハンディキャップを持つ人たちとダンス・歌を練習し，一緒に皆さんの前で

発表できることを楽しみにしていました。聴いて下さる人達と一緒に楽しめることが大変嬉しいでした。そして色々な出演団

体のことを知って頂くことも大切だと思っています。 

2月19日新型コロナウィルス感染症流行拡大のため，出演者・ご来場者・関係各位の健康と安全を第一にし，フェスティ

バルの中止もしくは延期のお知らせが出されました。他の出演団体の皆様も，長い間準備された演目が発表できなかったのが，

大変残念だったと思います。今後各団体の内部ででも発表する機会が得られれば嬉しいです。 

ここに本番までの準備の流れを書いてみます。 

2019年11月4日 東山開晴館グランドで「東山区民ふれあいひろば」が開かれました。そこで12時から「工房ソラ」の

仲間たちが演奏の機会を頂きました。その中で東山区民に「スマイルミュージックフェスティバル」のPRをしたのが準備の

第一歩でした。 

2020年1月16日 東山区社会福祉協議会と東部障害者地域生活支援センター「らくとう」との協働で，東山泉小学校1

年生3クラスに，前回の「スマイルミュージックフェスティバル」のビデオなどを通して「福祉教育」をしていただきました。    

その後東山泉小学校・開晴小学校1年生の皆さんに「笑顔の絵」を描いていただくようお願いしました。 

2月10日午後～28日 笑顔の絵展示 156点 東山区役所1階展示スペース 

今回は本番中止のため，「笑顔の絵」が見られたのが，この機会だけだったのが残念でした。 

2021年のスマイルミュージックフェスティバルが開催できることを，心から祈っています。 

（Report：小川和寧） 

 

【運 営】 

●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：國領，森，小川，滋野  

東山区社会福祉協議会担当：西﨑，越野  

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，卡  

京都市東山青少年活動センター担当：富田 (協力 東山区役所オブザーバー 杉本，若井) 

実行委員会：2019年6月13日(木），10月9日(水)，2020年2月3日(月) 

【事 業】  

●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 

 2019年11月4日(月・祝)東山区民ふれあいひろば2019 

 ステージプログラム出演 工房ソラ 

●第13回スマイルミュージックフェスティバル（新型コロナウィルスの影響により2月19日中止決定） 

 2020年3月1日(日)東山区総合庁舎にて開催予定であった。 

●福祉教育と笑顔の絵 

（福祉教育） 

 日時：2020年1月16日(木) 場所：京都市開睛館小中学校 

 対象：1年生×3クラス 

（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 156 作品の応募があった。2020 年2 月 10 日～2 月28 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，入選 3 点，入賞 2 点を選出し，

スマイルミュージックフェスティバルが中止になったため，授賞式は行わず受賞者に賞状と景品をお渡しした。 

●音楽サポート（出演に向けて練習を行っていた。） 

① 工房ソラ  ② かしの木学園  ③ ほっとヴォイス  ④ メレ･マカニ♪  ⑤ 大照学園授産部  

⑥ 友克＆ヤス  ⑦ なづな学園  ⑧ ふれあい会 with ふらっと♭  ⑨ オラポポ 

【助成金】  

東山区社会福祉協議会 65,092円（東山区共同募金より）  

第 13 回 スマイルミュージックフェスティバル 

実行委員の皆さん 
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 音の風が大切に続けてきたスマイルミュージックフェスティバル 

～お世話役が必要です。スマイルの現状と課題について～ 

代表理事 西野 桂子 
 

―開催のきっかけは？― 

NPO法人音の風を設立して2年目，2005年に

スマイルミュージックフェスティバルの開催

に向けて検討を始めました。音楽活動を通じ

てつながりがあった東山区社会福祉協議会ス

タッフが，「東山区では，障がい者の活動は充

実しているとは言えない」と話されていたり，

当時の活動先であった障害者施設のスタッフ

から，「音楽活動を発表できる機会があればみ

な喜ぶと思う」という話を聞いたことがきっかけです。 

―スマイル理念と目的― 

 誰もが安心して暮らせる地域社会，ノーマライゼーションの実現を目指すために，①音楽を通じ障がいのある方の自己表現

の機会の提供 ②障がいのある方の社会参加の促進 ③地域団体との協働とネットワーク構築に取り組みます。これらを円

滑に進めるために，実行委員会形式で運営を行うこととしました。 

―スマイルの３つの取り組み― 

 ①毎年3月に開催するスマイルミュージックフェスティバル 

 音楽的な完成度を目指すものではなく，障がいのある方の心や体から表出する自然な表現の場を目指し，来場者とともに楽

しみを分かち合う。 

 ②地域の教育機関を対象とした笑顔の絵と福祉教育 

 地域に暮らす親子を対象に，障害者福祉に関する課題を共有することを目的に，「笑顔の絵」を通してスマイルミュージッ

クフェスティバルへの来場を促す。 

③スマイル地域に飛び出せプロジェクト 

 スマイル出演者の障がいのある方とともに，地域イベントに出演し地域のみなさんと交流を図る。 

―運営資金と事業規模― 

第1回目は福祉医療機構から198万円助成を受けましたが，現在は20万円の規模で運営しています。多額の助成金を受け

ることも可能ですが，助成金は使途が限定的で人件費に充てられないことが一般的。加えて申請や報告書類作成が複雑かつ

煩雑ですので，現在の音の風の人員だけでは難しいのが現状です。 

―お世話役が必要です。スマイル現状と課題― 

14年にわたる継続によって，実行委員会や出演団体の福祉施設，教育機関等の連携も深まり，スマイルが地域の方々に定

着していることがわかります。一歩一歩ではありますが，スマイルが掲げる理念に向かって着実に進んでいることを実感

しています。一方で，音の風会員のスマイル運営への参加は年々減り続けています。小学校では勉強とは別に〇〇係を担

うことで社会性をはぐくみます。自治会・町内会でも〇〇係がいて地域社会が成り立っています。友達同士の飲み会や旅

行でもお世話役がいます。それと同様に，スマイルでも音楽活動とは別にお世話役が必要です。スマイルミーティングの

参加者も年々減り，現在，スマイルのお世話役は数名になってしまいました。そしてこの数名に負担が集中しています。

誰かが負担を背負うからこのイベントが成り立つということではいけないし，みんなが少しずつ役割を担うことで，改善

できることはたくさんあるはずです。 

（京都新聞朝刊2006/4/17 ミーディングの様子） 



12 

 

【岡崎リトルポップスターズ】 

（Report：石橋眞一） 

 

早いものでOLPS に入会してもうすぐ4年になりま

す。短期講座入会時に，合唱の経験がなくても指導して

もらい，ロームシアターで発表出来る，しかも出演料が

無料，なんとなくおもしろそうだと思ってやり始めまし

た。あかし先生の指導はとにかく合唱を皆で楽しく歌う

事がモットーで，月に2回金曜日の夕方に練習していま

す。練習は毎回和気あいあいで笑いが絶えず，次の演奏

会に向けて選曲した曲を仕上げていきます。 

ポップス，ジャズ，演歌，抒情歌，童謡などジャンル

にとらわれず皆のリクエストを基に決められ先生の見事

なアレンジで楽譜が配られます。 

それぞれの曲ではソロパートあり，ウクレレ，ピアニ

カの間奏あり，ダンスありと合唱以外のパフォーマンス

も楽しめます。定期的に会員の親睦を図る為の飲み会/

食事会もあり楽しめます。 

今はコロナウイルス騒動で活動中断していますが，一

日も早く活動再開できることを祈っています！！ 

 

メンバー発信の新たな取り組みで 

より一層盛り上がった 1年 
 

 岡崎リトルポップスターズは2019年度もたくさんの場

所で発表する機会に恵まれました。5月，GWの法然院「悲

願会」と京大熊野寮「くまのまつり」。9月，恒例のミュー

ジックサロンコンサート。12月，2つの保育園でのクリス

マス演奏。1月は恒例「岡崎わいわい文化祭」・・・たくさ

んの目標にすべきステージに恵まれて，常にワクワクしな

がら練習に取り組めています。 

 中でも今年度特筆すべきは，メンバーの中から声が上が

り，内部に「ウクレレポップスターズ」というウクレレチ

ームが誕生したことです。通常の練習の日に30分早く集

まり，ウクレレを練習。ミュージックサロンコンサートで

は，ピアノ伴奏ではなくウクレレの伴奏のみでコーラスで

きるようになった1曲も披露することができました。 

 クリスマスの保育園訪問では，こちらもメンバーの発案 

で音楽劇を披露！みんな役になりきって小道具も自宅で作

成し，子ども達の笑顔のために一生懸命取り組みました。 

 今年度もまたどんどん発展していく予感・・・もはやコ

ーラスグループの枠ではおさまらなくなってきたOLPSで

す。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウクレレチームに伴奏をおまかせ！ 

 

 

 

 

地域イベント（京大熊野寮くまのまつり）でも常連です 

 

【2019年度事業概要】 

開催期間：2019年4月～2020年3月 

講師：あかしなおこ  

事業収入：741,360円   事業支出：504,864円 

在籍数：23名，入会者数：2名，退会者数：2名 

(前年度23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  

〇コンサート出演 

5/4法然院悲願会，5/26くまのまつり，9/14ミュージッ

クサロンコンサート，12/24聖護院保育園，12/25錦林保

育園，1/25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。今年度はメ

ンバーの自主性が大きく発展した1年となりました。結束

力がありながらオープンな空気を伝えていくことで，メン

バー増を目指します。  

Okazaki Little 
Pop Stars 

 

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：鎌倉京子） 

 

 昨年度，夏季研修講座，僅か四回のレッスンで，ロー

ムシアター京都のステージに立てる‼ の募集広告につ

られ(笑)半信半疑ながら参加させていただきました。 

ゴスペルは，英語が理解出来なければ，音符が読めな

ければetc… 敷居の高いジャンルだと，勝手に思い描

いていました。 

お試しで参加した講座でしたのに，気がつけば，穏や

かな先生，素敵な諸先輩方に囲まれた「シャイニングス

ターズ」の一員になっていました。 

一員になって感じたことは，ゴスペルは，讃美歌と言

うよりも，楽しく明るく，楽しみながら歌うもの。誰か

がリードを取って歌い出すと全員が手拍子を取り，体を

揺らし，声を合わせて歌うことと。各パートが重なった

瞬間，鳥肌が立つことがあります。 

こんな素敵な経験ができるゴスペル‼一度，覗いてみま

せんか。 

コロナウィルス感染拡大で，さきの見えない不安な

日々が続いています。早くハモレますよう，通常の日々

に戻れますよう願うばかりです。                           

 

ゴスペル音楽で，つなげよう！ 

伝えよう！ 
 

 今年度で結成5年が経ち，会員メンバーが積極的に地域

のイベントへの参加や，施設の訪問演奏に出向く等，音の

風の理念である「笑顔つながる，音でつながる」を，まさ

に実践した1年であったと思います。 

 「2019年夏 短期講座」では15名の応募者があり，ゴ

スペル音楽の認知度の高さを再認識できましたが，濱田先

生の適切な指導と，会員メンバーの助言・サポートのおか

げで，応募者の方にはゴスペル音楽を通じて音楽の楽しさ

を体験いただけたのではないでしょうか。その功があって，

新たな会員メンバーを迎えることができました。 

左京ふれあいまつり，ロームシアター京都ノースホール

でのミュージックサロンコンサート，そして，岡崎わいわ

い文化祭，その他地域のイベントや施設の訪問演奏によっ

て培われた経験を更に発展させて，益々の活躍を期待しな

がら，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。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019年度事業概要】 

開催期間：2019年4月～2020年3月 

講師：濱田のぶよ  

事業収入：544,430円   事業支出：541,565円 

在籍数：18名，入会者数：5名，退会者数：3名 

（前年度16名） 

〇練習 

日時：第1,3土曜日 11:00～12:30 

場所：space ONZO／岡崎いきいき市民活動センター 

〇コンサート出演 

 7/28左京ふれあいまつり，9/14ミュージックサロンコ

ンサート，1/25岡崎わいわい文化祭，その他自主活動 

 

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 

 



14 

 

事業報告４-３ 

【中高年のための歌声教室】  

（Report:大野耕司） 

 

「中高年のための歌声教室」皆様に加えていただいて数

年，感情豊かで奇才の持ち主，宮原先生の多様なお話と

素早い発想の転換に驚き乍ら，ギターの演奏とピアノの

先生との伴奏で歌う，皆様で歌える楽しさを味わっとい

ます。 

小さい頃から音楽大好き，歳を重ねて来て声かすれる

今も尚，更に歌うことが大好き。今年は春からコロナの

為に足並みが止められ，心痛む日が続きますが，無事に

又皆様と歌える日が早く来る事を願うのみ！ 

末筆ながら，先生始めスタッフの方々に常々の御努力に

感謝いたします。 

 

歌うことで「地域・社会への貢献」 

更なる進化を目指して 

 

毎回開催の日には，スタート 20～30 分前から会員の方

が続々と集まられます。お互い挨拶を交わしながら，会場

準備のお手伝い。講師の宮原先生もスタート前から早めに

来られて，参加者の方としばし談笑。和やかな雰囲気で歌

声教室が始まります。 

歌声教室は昨年度から「仲間づくり，健康づくり，自己

表現の場」としての定着にとどまらず，「地域・社会への貢

献」を目標に活動してきました。 

今年度の活動としては，岡崎いきいき市民活動センター

主催の「コミュニティ合唱団」に合流し，開催 10 回目を

迎えた「岡崎わいわい文化祭」に出演しました。 

「コミュニティ合唱団」は，年齢・性別・国籍・障害の

有無や音楽経験の有無を問わず，歌うことにより社会的包

摂へのアプローチをすることを目的に開催されました。 

歌声教室が「コミュニティ合唱団」に参加することで，

会員の方に「音楽と地域・社会への貢献」についての理解

を深めていただく良い機会となったと思います。 

 2020 年 1 月から，従来の第 2，第 4 金曜日の開催に加

え，新たに第 3 水曜日 10 時 30 分～12 時 30 分のクラス

を開講しました。高齢者の方に音楽に接する機会を更に広

げて，地域に根付いた「歌声教室」として，これからも更

なる発展に力を注いでいきたいと考えています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019年度事業概要】 

開催日時：2019年4月～2019年3月 

講師：宮原・花田・池田（真）・小河 

事業収入：379,650円 事業支出：418,399円 

在籍数：54名，入会者数：6名，退会者数：14名， 

(前年度 62名) 

〇練習日 

日時：第2金曜，第4金曜13:30～15:30 

   第3水曜 10:30～12:30（2020年1月より） 

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 

1/25 岡崎わいわい文化祭（コミュニティ合唱団として参

加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。2020 年 1 月よ

り従来の第2金曜日，第4金曜日の開催に加え第3水曜 

日を追加開講し，会費については回数券制（期限付き）と

してどの開催日にも参加できる体制としました。参加につ

いては回数制限がなく，欠席しても振替ができるようにな

りましたので，より気軽に参加できるようなになりました。 

お1人でも多くの方に楽しんでもらえるよう更なる工夫

を重ねていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

  

ミュージックサロン事業：歌声教室 

広報チラシと回数券 

岡崎わいわい文化祭出演の様子 
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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」は楽しい！  

 その達成感をみんなに伝えたい。 
 

 中高年のためのピアノサロンが再スタートして，3 年半

経ちました。会員メンバーの方も，変わりなく日々練習を

積まれ，2 週間毎のレッスンにはご元気な様子で来られま

す。今年度は会員メンバーが増えませんでしたが，会員メ

ンバーの入れ替わりもなく，会員さん同士の交流も深まり，

レパートリー選曲や，練習方法について情報交換をしてい

ます。ピアノ話題にとどまらず日常のことや世間話で待ち

時間を過ごすことも，楽しみの一つでもあります。 

 会員メンバーの方は，本当に向学心が旺盛で，自らピテ

ィナピアノステップを受験され，見事合格された方もおら

れました。 

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，クリスマス発表会では，昨年よりもステップアップ

した曲を披露していただきました。会員メンバーのレパー

トリーもジャズやポップスの曲が多くなってきて，ピアノ

演奏がより身近で親しみやすくなってきたようです。 

お気に入りの曲ができた達成感は，何物にも代えがたい

ものがあり，これこそ長く続けていける原動力になります。 

これからもこの気持ちを伝えられるよう，一人でも多く

の方に親しんで頂ける「ピアノサロン」にしていきたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019年度事業概要】 

開催日時：2019年4月～2029年3月 

講師：前滝康彦  

事業収入：362,880円   事業支出：481,857円 

在籍数：6名，入会者数：0名，退会者数：0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 

6/26夏のプチ発表会，9/14ミュージックサロンコンサー

ト，12/18クリスマス発表会 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ピティナピアノステップ受賞の会員メンバー 

 

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：浅井眞美） 

 

この講座のタイトル「中高年の〜」に惹かれて，これ

だったら気負わずにできるかなと入会しました。メンバ

ーは年齢や住んでいる所も色々，それぞれ自由に曲を選

んで，自分のペースで練習しています。 

難しい曲を選んでも，前滝先生が弾きやすくアレンジ

したり，「格好良く弾きたい！」なんて無理なお願いをし

ても的確なアドバイスをして，丁寧に教えて下さいます。

グループレッスンなので，他の人の演奏を聴いて，「さっ

き弾いていた曲は何？」と情報交換したり，時には音楽

とは違う話に花が咲いてしまうことも…でもそれも問題

なしです。 

秋には，ミュージックサロンコンサートがあり，スポ

ットライトを浴びて拍手をいただく快感を，この歳で味

わえるなんて思いもよりませんでした。 

無理なく，楽しく，これからもピアノサロンを続けて

いきたいと思います。 
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ミュージックサロン事業：ポップスコーラスアドバンスコース 事業報告４-５ 
 

命名＜Canalian Voices＞  

よろしくお願いします！ 

 
 発足2年目に突入した今年度は，やっとグループ名がつ

きました。Canalian Voices（キャナリアンヴォイセズ）とい

います。Canalianは造語です。疎水（Canal）の近くに集い，

カナリア（Canary）のように歌う声の集まりになりたいと

の，メンバーの願いがこもっています。 

 今年度の一大トピックスは，やはりミュージックサロン

コンサートへの出演でした。発足からていねいに練習を積

み重ねてきた渾身の5曲を大勢のお客様に披露できたこと

は大変充実した経験でしたし，大きな達成感に包まれまし

た。 

まだ発表できる場が少ない Canalian ですが，様々な形で

美しいハーモニーを多くの方にお届けできるよう，1 曲 1

曲大切にレパートリーを増やしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

京大熊野寮「くまのまつり」で歌いました♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミュージックサロンコンサートにて 

 

【2019年度事業概要】 

開催日時：2019年4月～2020年3月 

講師：あかしなおこ 

事業収入：328,200円   事業支出：491,261円 

在籍数：8名，入会者数：1名，退会者数：0名 

(前年度7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 

9/14ミュージックサロンコンサート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レッスン＆予習復習で，どんどん上達！ 

【ポップスコーラスアドバンスコース】 

（Report：山梨郁子） 

 

“心に太陽，唇に歌” 

「いそげ！」月2回ダッシュでサロンに向かいます。 

レッスンの入り時間も歌の習熟も遅れがちな私にあたた

かくて優しくて，そして歌うことにとても熱心なキャナリ

アンのメンバー。 

あかし先生の声とピアノにうっとりしながらも，自分の

音を歌い方をけんめいにさぐったり，歌詞の意味をハーモ

ニーを求めたりの濃密な90分。 

秋，楽しかったコンサート，打ち上げ。冬には気分満載

のクリスマスソングの練習。 

春からはもっとがんばるぞと思っていたのに，厄介なウ

イルスのせいで，レッスン休止という予想だにしないこと

が。 

だけど，あらためて，歌の力を感じます。 

事態がおさまったら，またみんなで歌いたい，いろんな

話もしてみたい，そして新しい仲間ができたらいいなと願

う今日この頃です。              
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事業報告４-6 ミュージックサロン事業：子どもコーラス 

【子どもコーラスComodo】 

（Report：中西智子（メンバ―保護者）） 

 

4月に入って，こどもコーラスComodoの活動も，ゆっく

りと動きを止めました。未就学児や小学生のいる我が家で

も，それまでより一歩踏み込んで，コロナウィルス感染拡

大の影響で，これから私たちの「いつも」が変わっていく

ことを話しました。 

私は親として，溢れる不安を抑えながら，何とかうまく，

できたら軽やかに立ち回ろうとしているつもりでした。 

しかし話始めると，真剣に話を聞く姿はとても落ち着いて

おり，柔軟で協力的。たとえ自由が削られても苛立ちはせ

ず，優しいのです。 

危機意識を募らせる大人に寄り添おうとしていたのは，

実は子供たちだったように思いました。力が弱いから，し

がみついているのではないのです。 

講座休止目前のレッスンに向かう足取りも軽やかでし

た。あかし先生が外遊びに切り替え，公園でフラッシュモ

ブをする機会を作ってくださいました。ほんのわずかな時

間の出来事です。 

ですが帰宅時の足取りに，彼女の存在感がしっかりとあ

るのを感じました。あ，この時代の子供たちは，こうやっ

て大人になって行くんだなと。 

色んな選択が日々押し寄せますが，弾けるような明るさ

でなくとも，明かりを灯し続けることを大事に過ごしてい

きたいと思っています。 

再開できる日は，どんなに晴れやかなことでしょう。 

 

メンバーが増え 

 幼児～小5生のチームに 

 
発足 2 年目を迎えた子どもコーラス Comodo。子ども達

は開講した 2018 年秋から日々たゆむことなく当たり前に

成長していきます。取り組みたい音楽の内容も，週に1度

集まって話す内容もどんどん変わっていき，どんどん自分

の役割と周囲との関係を読み取って行動する力が増してい

きます。これらは見ていてとても眩しいものです。ステー

ジごとに，お客様に楽しんでもらうことがどういうことな

のか，体で理解していきます。そこには大きなホスピタリ

ティが存在します。Comodo は音楽を通じてこういったこ

とを体得できる場でありたいと考えています。 

2月には「京都はぐくみ憲章 はぐくみアクション賞」を

受賞いたしました。活動や理念が認められ，メンバーにと

っても保護者の方々にとっても大変励みになるできごとで

した。 

 ほぼ同時期，小学生のメンバー達は，みんなで相談して

Comodo にどうしても入りたいと願ってくれたひとりの幼

児さんを歓迎することにしました。6 歳の年齢差のあるメ

ンバーで，「楽しい」の向こう側にある充実や達成を目指し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019年度事業概要】 

開催日時：2019年4月～2020年3月 

講師：あかしなおこ 

事業収入：296,040円   事業支出：462,591円 

在籍数：8名，入会者数：6名，退会者数：1名 

(前年度3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 

5/26くまのまつり，9/14ミュージックサロンコンサート，

12/25錦林保育園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上：京大熊野寮くまのまつり  

下:ミュージックサロンコンサート 
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本年度の発表会は，昨年とは一変し新たな試みに挑戦した

内容となりました。 

Space ONZOイベントの「2019年夏・短期講座」，クラウ

ドファンディングによる資金調達，そして委託業務の京都岡

崎いきいき市民活動センターの事業「Live! Live! Live! 2019

孤立しがちなミュージシャンによるセッション＆トーク」と，

今までにない取り組みを結集して開催されました。 

そして，子どもコーラスComodo，ポップスコーラスアド

バンスコース「キャナリアンヴォイセズ」も発表会初登場と

なり，正に盛沢山の一大コンサートとなりました。 

ロームシアター京都ノースホールでの開催が連続4回目

となり，出演者・スタッフとも経験者が多く，スムーズに進

行し，日頃の成果を遺憾なく発揮され，素晴らしいパフォー

マンスを披露しました。 

 

◆当日のプログラム◆ 

―第1部：音の風ミュージックサロンコンサート①－ 

・2019年夏 短期講座 

ゴスペルコーラス，ポップスコーラス及びピアノ 

・中高年のためのピアノサロン 

―第2部：Live! Live! Live! 2019－ 

孤立しがちなミュージシャンによるセッション＆トーク 

（岡崎いきいき市民活動センター事業） 

出演：Black Birds，三井雅弘，西野やすし 

―第3部：音の風ミュージックサロンコンサート②－ 

・ポップスコーラスアドバンスコース 

（キャナリアンヴォイセズ） 

・子どもコーラスComodo 

・ポップスコーラス（岡崎リトルポップスターズ） 

・ゴスペルコーラス（シャイニングスターズ） 

・全員合唱：友達賛歌（アメリカ民謡） 

 

発表会終了後は，みやこめっせ内の「浮舟」，平安神宮東の

「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラウドファンディ

ングの支援金の一部で，

ご支援いただいた方へ

の報告書として，冊子

「what is 音の風ミュー

ジックサロン？」を作成

しました。音の風会員，

ミュージックサロン会

員の方へも配布し，今後

の広報活動にも利用い

たします。また，京都岡崎いきいき市民活動センターでは，

「Live! Live! Live! 2019孤立しがちなミュージシャンによるセ

ッション＆トーク 笑顔広がる市民コンサートLIVE REPORT」

を作成，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。 

 

  

（Live! Live! Live! 2019孤立しがちなミュージシャンによるセッション＆トーク） 

日 時  ：2019年9月14日(土)  

場 所  ：ロームシアター京都ノースホール 

一般入場者：176名 

出演者  ：90名（講師・伴奏者含む） 

スタッフ ：16名（職員スタッフ 7名，ボランティア 7名，写真撮影 2名） 

＜2019年度 ミュージックサロン事業総括＞ 

今年度は，space ONZO の事業と並行して，短期講座の開

催（従来までは岡崎いきいき市民活動センター主催事業），

その資金調達の為クラウドファンディング，中高年のための

歌声教室の追加開講と回数券制への変更，そして新規ミュー

ジックサロンとして「おとな鍵ハモ教室」開講に取り組みま

した。残念ならが「おとな鍵ハモ教室」については開講・メ

ンバー募集時期にコロナ禍の影響により年度内に稼働がで

きませんでした。 

諸々新しい取り組みに挑戦しましたが，何よりも，会員の

皆さんがミュージックサロンに深く愛着を持っていただい

ていることを感じた一年でありました。これからも会員の皆

様の拠り所となるような場を提供できるように努力したい

と思います。次年度も厳しい状況でのスタートとなります

が，今後の発展に取り組みたいと考えております。 

 

「おとな鍵ハモ教室」講師：大空倫子先生 
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事業報告 5 貸館業務・イベント space ONZO 

ONZO貸館業務 
 

今年度は音の風ミュージックサロンのうち，ピアノサロ

ン・ゴスペルコーラス・子どもコーラス・ポップスコーラ

スアドバンスコースを通常レッスンを，昨年度にひきつづ

き1階＜Salon＞にておこなっておりました。 

他にも，ピアノのグループレッスン，唱歌を歌う会，岡

崎周辺でのイベントのリハーサル会場として，クラシック

ギター個人レッスン，新規事業立ち上げのための定期スタ

ッフミーティング・・・などな

ど，様々な形でご利用いただき

ました。WEB発信により，北は

北海道から南は兵庫県まで，

様々な地域からのONZOを知る

方々にご利用いただくことがで

きました。 

 

ONZO主催イベント             
 

「おとなも絵本が好き 絵本のみきかせ」 

 

日時：2019年6月3日（土） 

参加者数：15名（大人13名 子ども3名） 

講師：蔭山直子 

 

絵本は子どものためだけのものではなく，その世界を愛

好する大人の方もたくさんおられます。 

夜に集い，雰囲気のある灯りのもと，絵本店のスタッフ

でもある講師の蔭山さんチョイスの「夜の世界」をテーマ

にした絵本の数々を，お酒などたしなみながらゆったりと

読み聞かせをしていただ

きました。参加者自身が好

みの絵本を持参し，読み聞

かせをおこなう場面もあ

り，参加者同士の交流の時

間も生まれました。 

 

 

「2019夏 短期講座」 

 

例年岡崎いきセンの運営で行われている「短期講座」を

今年は space ONZOの企画としておこないました。クラウ

ドファンディング（P5参照）を経て，多くの方の支えがあ

っての開講となりました。3コースの各クラスとも，7月

末～8月初旬に開講，9月14日のミュージックサロンコン

サートにて練習の成果を披露いたしました。 

・ゴスペルコーラスクラス 11名参加 

 レッスン4回 講師：濱田のぶよ 

・ポップスコーラスクラス 6名参加 

 レッスン4回 講師：あかしなおこ 

・ピアノクラス 8名参加 

 レッスン5回 講師：前滝康彦 

参加の方々は皆さん大変充実した時間を過ごしていただ

けたようでした。期間限定だから参加できたという方もお

られれば，短期講座を経てミュージックサロンの各講座に

引き続き入会された方もおられます。いずれにしても，こ

のように敷居を低く音楽に触れられる機会の意義を改めて

感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

「ブルグミュラー25練習曲 全曲演奏会Vol.2」 

 

日時：2020年2月1日（土） 

参加者数：28名（演奏者17名・見学者11名） 

 

昨年度大好評だった企画の第2弾です。ピアノに親しん

だことのある方の大多数が取り組んだことのある「ブルグ

ミュラー25練習曲」を順番に演奏し，聴き合うという企画

です。 

 前回同様，小学生からシニアの方まで，またアマチュア

からプロの方まで，大変バラエティーに富んだ方々がお申

込みくださり，色とりどりのブルグミュラーを堪能するこ

とができました。すべての演奏が終わったあとの茶話会で

も，音楽を通じて新たな繋がりが生まれ，また次回を希望

される声を多くいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「DUONZO concert」中止（延期予定） 

 

当初予定日時：2020年3月20日（土） 

参加予定者数：18名（演奏者16名・見学者2名） 

 

 二人組（デュオ）で演奏される

方達を募っての企画でしたが、コ

ロナウィルスの影響により中止と

なりました。延期開催を検討中で

す。 
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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 3期目スタート！ 

人と人との交流を深める 1年 
 

 

 

 

 

 

 

 

岡崎いきいき市民活動センターの指定管理業務は3期目

の1年目がスタートする1年となりました。本年は地域の

方々，利用者等，人と人との交流を深めるための一歩とし

てとても重要な年になったかと思います。まずその一つと

して利用者会議を開始することになりました。この会議で

は各利用者の自己紹介から始まり，市民活動の講座や救命

処置の訓練を行いました。なかなか他のサークルとの交流

がない利用者でしたが，これを機に利用者同士の交流も生

まれつつあるように感じました。また今後も利用者会議の

場を作っていきたいと思います。 

また，利用者の活動の発表の場である「音の庭ミュージ

ックミーティング」を開催することにより，利用者同士の

活動を披露し合う場ができました。そこでもさらに利用者

同士がより近くなれたように感じました。  

そして当センターの事業である「レコードを聴く会」で

は企画者同士が交流しやすくなるように会をサークル化し

ていくことにしました。サークル化することにより，他の

月の企画者との結びつきが生まれ，運営に向けてそれぞれ

の足りない箇所を助け合うことができます。今後も自主運

営への一歩が踏み出せることを期待したいと思います。 

また，当センターの中心事業でもある「Live! Live! Live!

（リブリブライブ）」や「座談会」では就労継続支援 B 型

事業所の LPW の当事者の方々と深く関わる事業を展開す

ることができました。 

当センターが長年にわたり継続している事業「岡崎わい

わい文化祭」は今年で10年目を迎えることができました。

それを記念し，岡崎わいわい文化祭を写真とインタビュー

でまとめた冊子「音縁恩」を発行しました。長年築いてき

た地域の方々との繋がりがこういった形に残るというのは，

当センターとしても大変励みになりました。そして地域の

方々には冊子を郵送するのではなく，直接手元に届けると

いうことにこだわりました。冊子を制作する者にとっては

直に制作物の反応をもらえることは，次回の制作物に対し

ての励みにもなりますし，何より一番は感謝の気持ちと共

にお届けできることができたことだと思います。そこに当

冊子のタイトル「音縁恩」の意味が込められているのだと

改めて気づくことができました。当冊子は岡崎自治連合会

から増刷の要望の声をいただき大好評でした。長年続けて

きた地域の方々との交流が実を結んだ成果が出たように感

じました。あと，本年は中止となる事業が多い年ともなり

ました。「岡崎ワールドミュージックフェスタ」は台風のた

め中止。「アサダワタルがやってくる」はコロナウイルス感

染拡大防止のため中止となりました。尚，このコロナウイ

ルスは年度を跨いで影響が出ていることもあり，来年度の

当センターのスタートがどうなるのか心配です。一刻も早

く収束を願うばかりです。 

（Report：齋藤 真人@岡崎いきセン） 

 

支援，交流，連携，芸術 

4本の柱からなる 

市民活動活性化事業報告               

 
本年度の当センターの事業は，「市民活動支援事業」を4

事業，「地域交流連携事業」を5事業，「大学・学生連携事

業」「文化芸術交流・連携事業」を 3 事業の，4 本の柱で

12の事業に取り組みました。 

 

市民活動支援事業 

「岡崎いきセンサークル紹介月間」 

 

 
１）左京区民ふれあい祭り 

日時：2019年7月28日 

場所：みやこめっせ  

参加人数：当センター利用団体4団体，市民約60名 

 

２）紹介月間チラシ 

日時：サークル紹介月間8月，9月 

場所：岡崎いきいき市民活動センター  

参加人数：参加団体29団体 
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事業費：16,820円 

１）左京区民ふれあい祭り 

体験の１時間の内，20名以上の市民に対応したサークルも

あり，イベント来訪の市民にセンターでの活動を伝え，自

らの活動をアピールする経験を積むことができました。 

２）紹介月間チラシ 

10名以上サークルに新しく加入されたところもあり，活動

の活性化につながった。また，当チラシがきっかけで，講

師を探していたサークルの講師を見つけることができまし

た。 

 

市民活動支援事業 

「市民活動育成～チラシ講座～」 

 

日時：2019年7月15日  

参加人数：15名   

事業費：13,935円 

 

チラシ作成方法を

学ぶことで利用者と

市民がイベントの開

催へむけての一歩を

踏み出すことができました。またチラシを参加者自身で作

成することで，各自の活動に対してさらに意気込みを持っ

てもらうことができました。またやってほしいという声を

いただくことができたことは何より嬉しかったです。 

 

市民活動支援事業 

「市民活動育成～イベント企画～」 
 

 

１）買い物しすぎる人たち 

日時：2019年12月8日 

参加人数：17名(うち講演者3名)  

  

２）新春レコ合戦 

日時：2020年2月8日 

参加人数：23名(うち講演者8名) 

事業費：6,548円 

 

１）買い物しすぎる人たち 

買い物依存症の企画者の方のイベントの企画運営のアド

バイスを行いました。人の集まりが悪い内容のイベントと

いうこともありましたが，広報物の成果もあってか企画者

の想像以上の参加人数を得たこともあり，大変満足しても

らうことができました。今後の自身のイベント運営に繋げ

ていってもらえたら嬉しいです。 

 

２）新春レコ合戦 

レコードを聴く会の企画者同志でサークル活動化させる

ために，企画者が集いレコードを聴く会と交流会を開催し

ました。企画者同士が次年度の企画案を出し合うなど，サ

ークル化としての一歩が踏めたように感じました。 

 

市民活動支援事業  

「レコードを聴く会2019前期・後期」 

 

日時：2019年4月～2020年2月(第4土曜日） 

参加人数：前期・後期20名／月平均 

事業費：前期：44,246円 後期：28,099円 

 

 毎回楽しみに来て下さるリピーターの参加者が増え，参

加者と企画者の距離も近くなり，気軽に質疑応答をしたり

音楽談義で盛り上がる場面をよく見かけるようになりまし

た。企画者同士の交

流ができるように

「レコ合戦」を開催

したりとレコードを

聴く会サークルとし

てさらに一歩前進が

できました。 

 

地域交流連携事業 

「岡崎ガーデン倶楽部６」 

 

日時：2019年4月～12月(全10回) 

場所：各庭，ちびっこ広場 

参加人数：0人～22人 

事業費：35,782円 

 

 4 月から12 月にかけ

て月に1，2回，種や苗

を植えたり，収穫を楽し

む活動をしました。セン

ター利用者が黒谷交番にセンターを紹介してくれて，交通

安全活動としてヒマワリの苗を植えるなど活動の輪が広が

りました。 

 

地域交流連携事業 

「音の庭 ミュージックミーティング」 

 

日時：2019年11月4日  

参加人数：出演者：9団体 合計51名 観客：10～20名 

事業費：2,321円 

 

 センターサークル団体が日頃の活動の成果を発表しまし

た。野外のイベントということもあり，二条通りを歩く地

域の方々も気軽に見ていただくことができ，センターでの 
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取り組みを広めることができました。 

 

地域交流連携事業 

「岡崎わいわい文化祭」 

 

日時：2020年1月25日 

場所：京都市国際交流会館イベントホール 

参加人数：入場者数632名(うち出演者： 327名)  

事業費：108,572円 

 

開催 10 年目という節目をむかえたイベントということ

もあり，運営側も出演者側もさらにより良いイベントにな

るよう意気込みが感じらるイ

ベントとなりました。何と言

っても運営側のチームワーク

が素晴らしいのが，この「岡

崎わいわい文化祭」の魅力の

一つかと思います。 

 

地域交流連携事業 

「コミュニティ合唱団」 

 

日時：2020年1月25日 

(練習：12/1，12/15，1/12，1/19） 

場所：本番：京都市国際交流会館ホール 

参加人数：本番出演：26名(申込：37名)  

事業費：59,654円 

 

今回2つの知的障がいのある人たちの施設から参加があ

り，うち一つは今まで地域との交流がなかった地元施設か

らの参加がありました。共生社会に向けての話を聞き，障

がいに対する理解が深まったと多くの回答がアンケートで

ありました。 

 

地域交流連携事業 

「まちづくり活動紹介冊子」 

 

日時：発行：2020年3月下旬  

(写真撮影：1/25（土）, インタビュー：1月後半，2月)  

事業費：50,530円参加人数：インタビュー：7名 

岡崎わいわい文化祭の出演者だけでなく裏方を中心に取

り上げ撮影しました。・地元団体の会長，実行委員他，出演

者等に取材し，まちづくりや活動に対する思いをインタビ

ューして記事を書き，小冊子を発行しました。実行委員，

出演者共に喜んでいただくことができました。 

 

文化芸術交流連携事業  

社会包摂とアートシンポジウム 

「座談会～障がいのある人の表現を考える～」 

 

日時：2019年6月23日  

報告レポート発行：2019年9月 

参加人数：登壇者：5名 参加者：27名 

事業費：90,694円 

 

 ひきこもり，発達障がい，知的障がい等の当事者からの

生の体験談や感想を聞くことができたことにより，障がい

者の表現活動についての気づきや社会課題への関心を引き

出すことができました。 

 

文化芸術交流・連携事業 

「Live! Live! Live!」 

 

日時：本番：2019年9月14日 

練習：2019年8月～9月 

報告レポート発行：2019年12月20日 

場所：本番：ロームシアター京都ノースホール 

参加人数： 出演者約9名 来場者：約250名  

事業費：273,597円  

 

多くの参加者，来場者に，引きこもりや障がいでの生き

づらさについて啓発することができました。そしてひきこ

もりの若者たちの音楽を通した自己実現と社会参加に貢献

することもできました。さらに2名のカメラマンに撮影を

お願いし，写真にこだわった素晴らしいレポートも発行す

ることができました。 
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理事会の開催 

2019年度は4回理事会を開催しました。 

第1回：6月21日（金） 第2回：11月14日（木） 第3回：1月29日（水） 第4回：3月25日（水） 

 

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。また，多くの会員さまにメーリングリストによる受信方式に変更していただき，郵送作業の件数は

前年度の半数近くにまで削減することが出来ました。 

2019年度は12回発行しました。（校正，寄稿協力：平井・菊地・庄林・前滝・引地・西野） 

  

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，前年度110名より退会10名（うち賛助会員へ4名），入会15名により，会員数は115名となっており，

全体として5名増となっています。（2020年3月31日付） 

 説明会，資料請求等の問い合わせはあり，実際に活動見学に行っていただいた方も複数名いるものの，会員増にはつながっ

ていません。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の定期的な更新だけでなく，Facebook

などあらゆるSNSを活用し，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～ 
 2014 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，短期講座受講者による購入などにより，合計7冊の購入がありました。 

 

～会員交流会＆クリスマス会～ 
 12月に会員交流会＆クリスマス会を開催いたしました。

の自己紹介や，会の後にそのまま活動に向かうべく，クリ

スマスソングの練習などをおこないました。活動先（定期

活動先「サポートセンターめい」）に移動して，賑やかな演

奏をお届けすることもできました。  

 

～学生インターンシップ～ 

NPO法人ドットジェイピーが主催する，「NPOインターンシッププログラム」

（大学生が長期休暇の2ヶ月間，提携団体に派遣し行動を共にする事で，仕事

に対する姿勢や思い，社会とつながりを知る体験学習プログラム）に参画し，本

年度は3名の方を受け入れました。 

●2019年8月～9月 泉和佳奈さん 

ミュージックサロン事業（主にミュージックサロンコンサート運営）に 

携わっていただきました。 

●2020年2月～3月 井村俊太さん，轟萌未さん 

スマイルミュージックフェスティバル及びミュージックサロン事業の広報に 

携わっていただきました。また，岡崎いきいき市民活動センターの美観（ペンキ 

塗り）にもご協力いただきました。 泉さん 

 

理事会・事務局 

井村さん 

 轟さん 

 

参加者 上田萌花さん： 

音の風に入会したばかりで、どんな活動

があるのか、どんな方がいるのか分からな

い状態だったのでいろんな方にお会いでき

る機会をいただけてありがたかったです。

活動先でも、ひとりひとりと交流しようと

される気持ちが伝わって、勉強になりまし

た。 音楽を心から楽しむ皆さんとの時間

を共有させていただき，私自身も明る

い気持ちになれました。地道なお仕事

の中でもやりがいを感じることがで

き，とても感謝しております。（泉） 
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2019 年度のあゆみ 
 

           

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 

できごと 

 

 

 

   

音楽ボランティア 

アーティスト 

派遣事業 

  

 

  

 

space ONZO 

貸館・イベント 

  

 

 

  

ミュージック 

サロン事業 

     

スマイル 

ミュージック 

フェスティバル事業 

     

岡崎いきいき 

市民活動センター 

事業 

 

 

    

総会 

絵本のみきかせ 

短期講座レッスン開始 

ピアノサロン プチ発表会 

歌声教室 くまのまつり出演 

第1回実行委員会 

ボランティア定期活動 
＠サポートセンターめい 

レコードを聴く会 

座談会 

紹介月間チラシ 

Readyfor 
クラウドファンディング 
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9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

       

       

 

 

     

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

Comodo 
はぐくみアクション賞受賞 

非営利組織評価センター 
ベーシック評価認証 

会員交流会・クリスマス会 

短期講座 
ミュージックサロンコンサート出演 

ブルグミュラー25練習曲 
全曲演奏会 

DUOイベント中止 
（延期予定） 

ミュージックサロンコンサート 

OLPS＠保育園クリスマス会 

岡崎わいわい文化祭 

第２回実行委員会 

岡崎わいわい文化祭 

岡崎わいわい文化祭 
報告冊子 

工房ソラ＠ 
東山区民ふれあいひろば 

福祉教育開催 

大照学園にて練習 

中止決定 

アーティスト派遣 
＠シーヤンホン 

山科合同福祉フェスタ 

Live! Live! Live! 

音の庭 
ミュージックミーティング 

岡崎ガーデンクラブ 

メレ・マカニ＠ 
山科合同福祉フェスタ 
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2020 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。通常1施設につき1名～5名程度がグループを組み，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 

定期活動については，昨年からの活動を継続して行う。新規定期活動や単発活動の依頼があれば，コーディネートをする。 

※コロナウィルス感染症の影響により活動を休止することもある。 

 
 

アーティスト派遣事業 

●事業の目的と内容 

コンサート，音楽療法，音楽レクリエーション，音楽レッスン，ワークショップ講師，講演会など，専門的なスキルを必要

とする依頼に対して派遣を行う。 

●定期活動については，昨年からの活動を継続して行う。新規定期活動や単発活動の依頼があれば，コーディネートをする。

音楽ボランティアの派遣依頼の場合でも，アーティスト派遣事業として受けられるように交渉するなど，活動件数の増加を目

指す。 

※コロナウィルス感染症の影響により活動を休止することもある。 

 
 

ミュージックサロン事業 

●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。 

本年度は，昨年度末からのコロナ禍の影響により通常の運営が出来ない状況にあり，事態の長期化を見据えて，現状会員

の維持，オンラインレッスンを取り入れるなど暫定的な運営形態の考案と推進，終息後の運営復帰について取り組む。 

  

ポップスコーラス（岡崎リトルポップスターズ） 

●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。 

2020年度で結成7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。 

●事業計画 

① 地域に根付いたコーラスグループとして，「明るく楽しい」を全面的にアピールできる広報活動を考慮する。 

② 休止期間中，現メンバーへのフォローを図る。 

③ 近隣施設へのアピール，SNS投稿など，積極的な広報活動をおこなう 

 

ゴスペルコーラス（シャイニングスターズ） 

●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

ともに生きがいつくりに貢献する。2020年度で結成6年を迎え，結束力が強く，新規メンバーも馴染んでおり，現状の良い

雰囲気を保持しながら活動し社会貢献につなげる。 
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●事業計画 

① ゴスペルの認知度を活かし，チームの利点をアピールできる広報活動を考慮する。 

② 休止期間中，現メンバーへのフォローを図る。 

③ SNS投稿など，積極的な広報活動をおこなう。 

 

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。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。昨年度より開催回数を月 2 回から 3 回に，また，回数券制により参加の自由度を図り，参加者増員

につなげる。 

●事業計画 

① 岡崎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 休止期間中，現会員へのフォローを図る。 

 

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2～3回（年間30回）。 

会員メンバーは定着しているが，新規入会が無い状況であり，今後の広報等工夫を図る。 

●事業計画 

① 休止期間中，WEB受講等インターネットでのレッスンを検討 

② 生徒募集に向けてWEB，SNSでの発信等，広報活動を継続する。 

③ 休止期間中，現会員へのフォローを図る。 

 

ポップスコーラスアドバンスコース 

●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。 

●事業計画 

① 休止期間中，現メンバーへのフォローを図る。 

② SNS投稿など，積極的な広報活動をおこなう。 

 

こどもコーラス Comodo 

●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。 

●事業計画 

① 京都はぐくみ憲章・はぐくみアクション賞受賞をアピールし，SNS投稿など，積極的な広報活動をおこなう。 

② 子どもゆめ基金助成金によるイベント開催。 

③ 休止期間中，現メンバーへのフォローを図る。 
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おとな鍵ハモ教室（新規） 

●事業の目的と内容 

鍵盤ハーモニカは，手軽で親しみやすく，初心者でも比較的演奏が容易でありながらも，音楽的に高い表現力を持つ楽器と

して，昨今プロ・アマチュア問わず愛好家・演奏者が多い。当講座は，中高年・初心者を対象としているが，平日働いている

方も対象に土曜日をレッスン日として「週末昼の楽しみ」的な雰囲気をアピールする。内容的にはグループアンサンブルを主

体として，「おとな」だから出来る「かっこいい」アンサンブルを目指す。 

●事業計画 

① 開催に向けてのメンバー募集広報（WEB，SNS発信。参加見込み者への連絡等） 

② 岡崎いきいき市民活動センター主催，短期講座よりの流入を図る。 

 

space ONZOからの継続イベント 

●事業の目的と内容 

space ONZOで過去に開催したイベントの中で，好評かつ有効であったイベントについては，ミュージックサロン事業とし

て継続する。 

●事業計画 

① 「ブルグミュラー25練習曲全曲演奏会」 

② 昨年度中止延期とした「DUONZO」（二人組グループでの演奏会）の開催 

 
 

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」として東山区の4つの機関（NPO法人音の風，京都市東山区社

会福祉協議会，京都市東部障害者支援センターらくとう，京都市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 

例年通りの開催を予定している。 

①地域に飛び出せプロジェクト 

秋の地域イベントに出演予定 

②福祉教育と笑顔の絵  

東山区の小学校にて福祉教育を行うとともに，笑顔の絵は 100 枚程度募集を行う。翌年 2 月には，京都市東山区総合庁舎に

て笑顔のポスター展を開催する。 

③第14回スマイルミュージックフェスティバル 

2021年3月7日(日)東山区総合庁舎3階大会議室にて開催予定。なお，正式な開催決定は，財源確保の見通しがついた時点

で実行委員会にて協議する。今年度も，京都市東山区社会福祉協議会協力金と京都市人権啓発補助金の申請予定。 

※コロナウイルス感染症の状況により開催が難しいと判断される場合には、オンラインコンサートの可能性を検討するなど、

つながりが維持できるよう模索する。 

 
 

岡崎いきいき市民活動センター 

指定管理を開始して 9 年が経過し，岡崎地域において地域に根差した活動が定着している。指定管理期間としては，第 3

期の2年目を迎え，今期のテーマである「文化芸術における社会的包摂」に関する事業が本格始動する。 

①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」 

②文化芸術交流・連携事業「レコード図書館：継続」，「コミュニティ合唱：継続」他 

③地域交流・連携事業「リブリブライブ：継続」，「岡崎わいわい文化祭：継続」他 

④市民活動育成事業「イベント企画継続」，「サークル紹介月間：継続」他 

※コロナウィルス感染症の影響により活動を休止することもある。 
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space ONZO 

●貸館業務は、コロナウイルス感染拡大防止の為4月より利用者なし。 

●6月末 spaceONZO閉館に伴い、貸館事業は終了する。 

●spaceONZOイベント事業は、ミュージックサロン事業に引継ぐ。 

●ONZO閉館に伴う作業。 

事務局 

●事務局機能の移転 

7月より，現在の京都市左京区岡崎 spaceONZOから，京都市山科区竹鼻四丁野町29-10喫茶シャローム3階に移転する。

事務局移転に伴い，改めて事務内容の見直しや作業の効率化を図る。 

2020年度役員・人員体制 

●2020年度役員 

代表理事：西野桂子  

副代表理事：國領亜由美，滋野浩毅 

理事：木下裕史，馬場雄司，小野貴志  

監事：庄林幸士 

●事務局体制 

スタッフ：西野桂子，前滝康彦，引地尚子，森亜紀 

アドバイザー：山下聡，岡本芳孝 

●岡崎いきいき市民活動センター 

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：岡田美智子，長尾操，高見美智子，上田萌花，龍怜子，吉田匠，前滝康彦 

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。 

※コロナウィルス感染症の影響により活動を休止することもある。 
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【2019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 田中さち子 中岡靖介 新山隆司 足滝彩 前田順子 中東清美 西田まみ  

酒谷宗男 森本好子 大平ひろみ 山田剛史 宮原春彦 池田真夕里 武藤謙一 武藤菜穂美 齊藤善子 

【2019年度寄付者】（敬称略。順不同）  

野口義廣 三井トミ子 西田憲司 溝川義治 山口彰一郎 中田憲吾 岡本芳孝 中川名津 濱田進一  

中東清美 畠邦子 小野貴志 

 

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 

フェスティバルへの協賛品。開催中止のため配布は未定。） 

・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。 

入賞者へお渡し済み。） 

・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。 

入賞者へお渡し済み。） 

・福祉工房P&Pキャッチアップ： 

スマイルミュージックフェスティバルのポスター・チラシデザイン 

・株式会社 三幸商事 

スマイルミュージックフェスティバル ポスター、チラシ印刷 

 

 

 

 

 

●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 

●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 

●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，ロームシアター京都，京都市動物園，府立図書館 

●NPO法人 ドットジェイピー（学生インターンシップ）  

ご支援いただいた団体・企業（敬称略・順不同） 

関係先 

賛助会員・寄付者について 
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「Live! Live! Live!」 

Black birdsの演奏についての記事  

京都新聞 2019/9/15掲載 

       

新聞に掲載していただきました 

 

 

「東山区選管オリジナル     

選挙呼び掛けソング」 

についての記事 

京都新聞 2020/1/23 掲載 

「スマイルミュージックフェスティバル  

笑顔のポスター展」についての記事 

京都新聞 2020/2/11掲載 
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笑顔つながる 

    音でつながる 


