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　 「阪神・淡路大震災」の後、音楽を

使って心と身体を癒すボランティア活

動としてミュージックセラピーグルー

プ・ハーモニーは、1998 年に誕生し

ました。当初の復興住宅での活動は、

自治体保健部の依頼によるものでコ

ミュニティを分断されてしまった住民

の方への心のケアとコミュニティの再

生のために音楽が人と人をつなぐ手段

として活用されました。

　それから 12 年の時が経ち、今期は

これまでの神戸での開催から西宮市

へと場所を写し、カリキュラム内容

を新しく再構成した「第 12 期 ミュー

ジックセラピスト養成講座」を、

第 12期 ミュージックセラピスト
養成講座レポート

ミュージックセラピーグループハーモニー
代表 梶田美奈子

9/27~10/25 ま で の 間、

3 回にわたって開催しま

した。その様子をご紹介

したいと思います。

回は、受講生同士がセラピストと対象

者になって本番の実践さながらの「模

擬セッション」の発表です。

　受講生は 3 回の講義の期間中に、阪

神間でミュージックセラピーを行って

いる現場に出かけて実際にセッション

を見学し、お年寄りの方々の反応や表

情を間近に見学して来ました。その体

験を活かしながら春・夏・冬のテーマ

にそって音楽がいろいろにアレンジさ

れます。また、セラピスト役だけでな

く、対象者の役割をお互いに経験する

事で高齢者の方の気持ちにも触れる気

付きとなったようでした。

　発表に引き続き修了証書の授与があ

り、15 名の新たなミュージックセラ

ピストが誕生しました。受講生がこれ

から各地域で、ミュージックセラピー

のエッセンスを活かし様々な分野で活

躍してくれる事を私たちは心から期待

しています。
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2009 年☆介護保険事業報告
●現在、「あ・し・す・と（垂水） 」「あしすと武庫之荘（尼

崎）」の 2 つの事業所を拠点に都市生活組合員が中心と

なってヘルパー派遣事業、障害福祉サービス事業を行っ

ています。●武庫之荘では居宅介護支援事業 （ケアプラ

ン） も行っています。

　第 1 回は、音楽療法についての概

論とハーモニー独自のセッションス

タイル「Taco（タコ）式セッション」

についての講義がありました。私たち

のセッションスタイルは、大集団の高

齢者施設での実戦経験がその根底にあ

ります。主セラピスト、伴奏者以外に、

複数のコ・セラピストが協力者として

参加して対象者とのコミュニケーショ

ンを活性化していくのです。第2回は、

「動き」「楽器」「歌唱」の実技をワー

クショップ形式で受講生

たちは体験します。その

後、受講生はグループに

分かれ、初めて出会う者

同士で「模擬セッション」

のプログラムを作って行

きます。受講生は、互い

に歌唱や動き、視覚的な

援助方法や、楽器の提

示の仕方等綿密に打ち合

わせを行いました。第 3
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　10 月 18 日「あいたくて都市生活」

都市生活コミュニティセンター（TCC）

ブースで例年通り今年も喫茶・介護相

談・出石の 3 コーナーで参加しました。

　喫茶では約 90 杯の ATJ のブレンド

コーヒーとケニヤ紅茶を、すまいる・

わくわく・ハーモニー・あしすとのみ

んなで協力して提供することが出来ま

した。

　また介護相談は相談に来られた方

に、あしすとのメンバーが丁寧に対応

していました。

　そして、知る人ぞ知る、いつも新鮮

で安い ! と評判の出石コーナーは朝一

番に人だかり～出石から 8 人の方が

朝早くから来られ、野菜や突き立て餅

など勢い良く売りさばき、「ハイハイ

どんどん持っていってね～」と最後の

方には気前良くオマケを付けて気持ち

良いくらいアッという間に売り切って

しまいました。

　その後、昨年出来なかった TCC と

出石の交流会を持とうと計画していた

交流タイムでは、TCC の発足から今ま

での経緯と活動の内容を TCC やあし

すとのリーフレットとソーシャルコー

トのパンフレットを渡して、見ていた

だきながら話が出来たので TCC を少

し分かって頂けたかなと思います。

　また、TCC から佐用にボランティ

アに行って来たと言う話から、出石

も 10 月 20 日であの水害から丸 5 年、

8 月の佐用の水害時は 5 年前の教訓が

生かされた事と自分たちも同じ様な被

害にあっているからこそ、佐用の被害

を思うと居てもたってもいられなかっ

たと話して下さいました。

　改めてお互いを共感出来た事によっ

て、今後も益々繋がりを持って行かな

ければという思いを再確認し、出石の

運動会でまたお会いしましょう～と約

束をしてお別れしました。

（TCC 理事・岡部眞紀子）

あいたくて都市生活
TCCで出展しました

　10 月より、ソーシャルコート神戸北

では「3時 !ティータイムしませんか?」

と皆様に声をかけ、喫茶をはじめまし

喫茶Open に向けて
at ソーシャルコート神戸北

た。今では毎日来てくださる方、お風

呂上りに来てくださる方、ご夫婦揃っ

て来てくださる方と、それぞれです。

　皆さん、和気あいあいと楽しそうに

話されています。話の内容は、若かり

し頃の話や、むかし従事していた仕事

の話や、ソーシャルコート神戸北へ来

ることになったいきさつ等々とさまざ

まです。

　このようなたわいもない話の中か

ら、お互いを理解し、分かり合える仲

間、支えあえる仲間を見つけて、輝い

ていてほしいと思います。

　一人暮らしでありながら一人でな

く、いつも支えあう仲間がいる……安

らげる空間がすぐそばにある……素晴

しいことです。この素晴らしい輪がよ

りおおきくひろがるよう、一層努力し

たいと思います。

　今後も、ボランティアさんにお手伝

い頂きながら、続けていこうと思って

います。よろしくお願いいたします。

　また、外部の方もお気軽にお立ち寄

り下さい。お待ちしております。

（ソーシャルコート神戸北・時井 秀子）

上写真：喫茶コーナー。中写真：介護相談。
下写真：出石町日野辺地区のみなさんと。

　積み木ワールドの積み木は一般的な

イメージとは全く違う、大人も子ども

も一緒になって素敵な作品を創り出す

アッと驚く世界 ( ワールド ) です。

　それぞれの親子関係の個性や相違を

見すえながら、参加者全員の一人ひと

りを私たちスタッフがさり気なくサ

ポートして、作品の完成へと導きます。

　活動スタートして 4 年、もっと多

くの親子が気軽に参加できるよう、こ

の素敵な活動を他の地域にも広めたい

と思い、活動の担い手のための研修を

行うことにしました。

　ふるってご参加下さい。ご応募お待

ちしています !

▼日時 :11 月 28 日 ( 土 )10:00 ～ 16:00 

▼募集人数 :10 人 ▼受講料 :1,000 円 

▼会場 : ソーシャルコート神戸北 ▼

〆切 :11 月 20 日 ( 土 ) ▼問合せ : TEL 

0798-36-6679/FAX 0798-36-5114( 担

当 : 岡部 )

積み木ワールド
リーダー研修のご案内


