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遊音」がスタート♪

施設にいる高齢者や障がい者が音楽を
通して記憶機能や体力の向上を促進する
音楽療法事業「あい・友 遊音」がスター
トしました。5 月 18 日、東京・品川区
の社会福祉法人福栄会晴楓ホームで開か
れた第 1 回目のセラピーには、あい・友
から委託を受けた音楽療法士粟生美智代
先生があい・友メンバーとともに同施設
の高齢者 30 人に音楽療法を行いました。
ホーム内の特設スペースには、キー
ボードやドラム、パーカッションなどの打楽器、鈴やタンバリンなどが置かれました。高齢者は粟生先生の
キーボードの伴奏に合わせて、
「世界の国からこんにちは」
、5 月にちなんだ「鯉のぼり」
「茶摘み」
「シャボン玉」
などを全員で斉唱。歌いながら手を動かしたり、楽器を持って音を出したり、スティックでドラムをたたい
たり、1 時間にわたって、楽器演奏を楽しみました。ヘルプしたあい・友メンバー
も一緒に歌を歌ったり、手を取り合って、交流しました。あい・友会員として初
めて参加したメンバーは「最初本当に歌や演奏に参加してくれるのだろうかと
思っていましたが、始まったらそんな心配はまったくなくて、参加された人たち
の喜ぶ顔があちこちで観られてうれしかった」と満足顔。
あい・友ではこうした音楽セラピーでの施設訪問を年間を通して定期的に開催
することにしており、対象も要介護高齢者はじめ、知的障がい者の方の施設を中
▲音楽療法士の粟生先生

心に実施する予定です。

理事長からのメッセージ
いろいろな事があった１年でした。青天の霹靂と言う言葉がピッタリの１年でもありました。しかしながら、
メンバーや現地の方々の理解と協力があって、物の見事に返り咲きました。未だすべてが収拾されているわけ
ではありませんが、NPO としての組織力の増強、何より団結力が再認識でき、理事たちにとっても最高に心強
く感じているところではないでしょうか。
今年から新しい活動として、音とアクションを使った高齢者・障がい者への奉仕活動が始まりました。どんな
状態にあっても人間は明るさを求めるものです。この活動は人としての喜びを味わってもらう、参加し自由に
表現することに重点を置いた活動なのです。この活動を私たちは「あい・友 遊音」と命名し、2 本目の柱とし
て続けて行くつもりでおります。このノウハウは障がいの種類や年齢を超えて、様々な活動の中で生かせると
思います。療法士の採用・養成などを充実させ、将来、様々な場所で実践していきたいと思います。
（理事長 前田久美子）

芽子にんにく生産で広がる活動の場 サンチュ工場からの転換
県から支援金を受け機器・システム整備に着手
進しようとしている６次産業の確立が現実
になり、青木村に対する貢献だけでなく、
我々の組織の基盤強化にも力強い一歩が踏
み出せたと確信しています。
青木村では大久保さんに代わり、平林隆
彦さん一家にお手伝いいただくことになり
ました。平林さんは農家出身ではなく、こ
れまで海外活動が主体だったため、農作物
に関わるのは全く初めての経験で大変苦労
をされました。ちょうど３人目の子どもの
出産と重なり、多忙を極めましたが、大変
▲青木村の畑でにんにくの芽を摘む実習に参加する学生たち

今までは樋口副理事長の系列会社である（株）エフ・

意味のあるスタートが切れたと思います。
販売所となる「道の駅あおき」から、初荷にガーリッ
クチップとガーリックオイルの出品を依頼をされたの
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な事だと認識しています。そうすることで青木村が推

▲にんにくの芽を使った料理講習

その後、全国で 1040 ある道の駅の中から、2015
年度の優秀な道の駅として 39 ヵ所が選ばれた中、そ
の一つに青木村の道の駅が入りました。国交省で行わ
れた表彰式には当 NPO の製品が参加者に配られ、好
評だったと聞いています。
6 月中旬になるとにんにくの収穫時期になり、はじ
めての収穫物を手にすることができます。良い作物が
採れることを信じている今日この頃です。その収穫さ
れたにんにくは温度調節など特殊な環境を作り、そこ

▲道の駅の出店に並べられたガーリックオイルとチップ

で保管され、芽子にんにくやチップ、オイルに加工さ
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り、誇りに思っております。

「あい・友

遊音」と「音楽療法」
「音楽療法」とは、心身の訓練的な要素を
楽しみながら改善、あるいは促進することを
目的とする音楽活動です。例えば、歌を歌い
ながら嚥下（えんげ）トレーニング、楽器を
演奏する事による身体のリハビリ等の仕掛け
があるのが音楽療法です。
【音楽を楽しむ】
から一歩進んだ活動です。
あい・友の音楽療法では、楽器を鳴らした
り歌を歌うだけでなく、シャボン玉や大布な

ど色々な素材を音や音楽と共に使い、視覚や触覚等色々な感覚に働きか
け、重度障がいの方も、より参加しやすい場となるようにアプローチし、
たくさんの方と楽しい時間と空間を共有していきたいと考えております。
そこで、
ＮＰＯあい・友ではこの活動を「遊音
（ゆーおん）
」と名付けました。音や音楽を遊び
を通して親しむことで人と人とがつながる空
間を創造していくことがこの活動の目的です。
人は人とつながることで発達していくと考えられています。あい・友の音楽療
法である「遊音」ではセラピストだけでなく、色々な人と関わる事で効果を上げ
ることを期待しています。たくさんの方と交流できるよう、愛と友に溢れた「あい・
友」らしい音楽療法の場にしていきたいと思います。皆様、あい・友音楽療法に
▲

参加し、楽しい時間と空間を共有しませんか。参加をお待ちしています。
音楽療法で使うさまざまな楽器たち

青木村と協同で行うことを提案。地元農家と協
力して種にんにくを植苗しました。今年６月に
あい・友農園では、昨年まで植物工場内での
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青木村産のにんにくを使用した「芽子にんにく」

「芽子にんにく」を使った加工製品として、
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評を博しました。

その経験を生かし、
新しい農場経営に
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事務局だより
6 月 1 日より、あい・友の新しい年度がスタートしました。新年度では新しく始まった音楽療法「あい・
友

遊音」の活動や、あい・友農園での芽子にんにく事業などを中心に、活動の幅を広げていきます。

先日、第 1 回目の「あい・友

遊音」の活動がありました。音楽療法の説明を聞いてはいたものの、

実際に参加してみると、想像していたものと違って、一緒に楽しむという活動でした。
「百聞は一見に
如かず」、次回は、会員の皆さまにご連絡いたしますので、ぜひ一緒にご参加いただけますと幸いです。
【今後のスケジュール】
・6 月下旬：青木村にんにく収穫
・7 月 26 日（日）：定時総会

※懇親会で、音楽療法を体験いただけるイベントを企画中です♪
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あい・友のメンバーになりませんか？
お申し込みは、事務局まで
TEL：03-3485-1793
mail：jimukyoku@aiyuu.org
HP：http://www.aiyuu.org/

