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阪神・淡路大震災をきっかけに誕

生した《ミュージックセラピー

グループ ハーモニー》 の 15 年を振り

返り、スタートの想いとこれからの希

望をお伝えしたいと思います。

１995 年に震災が起き、生協都市

生活（現：生活クラブ都市生活）

組合員による救援活動が始まったそん

な頃、「震災で受けたストレスによる

心の癒しに有効 !」というミュージッ

クセラピーの技法を学ぶための講座

が三宮で 1 年間行われ、それを有志

3人が受講しました。そして生協都市

生活と友好関係にあった特別養護老人

ホーム園田苑でミュージックセラピー

の活動（これを ” セッション " といい

ます）をさせて頂く様になり、もっ

と仲間を増やしたい ! と独自のミュー

ジックセラピスト養成講座を開講しま

した。募集定員 30 人のところ、予想

を上回る 65 人もの応募があり、多く

の方が「仲間になりたい !」との熱い

想いで受講されました。今振り返ると

あの時、「私にも何か出来ないか ! し

たい !」という優しいボランティア精

神が受講生全員に満ち溢れていたのを

覚えています。

そんな思いでスタートしたミュー

ジックセラピーは 15 年間継続

して、今もボランティア精神旺盛な

会員 65 人のメンバーで、初心を忘れ

ず常に対象者（高齢者等）の方々の

気持ちに思いを馳せ、“ 楽しい時間を

共有する ”ことを目標に活動していま

　

す。そして対象者がニコッと笑ってく

れた、とか寝ていたけど起きて反応し

てくれた、などほんの少しの変化に喜

びを見い出し活力を頂きながら「また

頑張ろう !」と前進しています。ハー

モニーの会員は音符が読めなくても楽

器が弾けなくても、《音楽が好きで人

が好き》な方なら誰でもウエルカムで

す。ただし 1つクリアして頂きたいの

が養成講座を受講して頂くことです。

会員 65 人の中には色んな職業や資格

を持った会員が沢山いますが、ハーモ

ニーは対象者に寄り添える優しい気持

ちがあればそれだけでOKです。

実際のセッションは 1回に 4人～

10 人のメンバーで活動し、そ

れぞれに役割を担って約1時間行いま

す。私たちハーモニーはこれをハーモ

ニースタイル・Taco 式ミュージック

セラピーと名付けています。リーダー

が “ 蛸の頭 ”（主セラピスト）で他の

メンバーは “ 蛸の手足 ”（コ・セラピ

スト =協力者）となります。主セラ

ピストは全体の進行役、コ・セラピス

トは対象者にきめ細やかなかかわりと

ぬくもりを提供します。そんなハーモ

ニースタイルはボランティアだからこ

その活動ではないか、と私は思ってい

ます。各施設月 1 回の活動ですが長

い所では 15 年の継続活動の結果とし

ての効果ははっきりと現れています。

ハ̶モニーは、ミュージックセ

ラピーに取り組む 9つのグルー

プで構成されています。活動地域は、

東は尼崎から西は明石まで広がりま

した。2009 年度は 27 ヶ所の施設で、

延べ 279 回のセッションを行いまし

た。対象者は年間で、延べ 6,599 名に

のぼっています。今年度は「みんなが

つくるハーモニー」をテーマに掲げ、

各グループともこれまで以上に積極的

に活動に取り組んでいます。

11月 7日・21 日・12 月 5 日の 3

日間、「～地域ボランティア

のための～第 14 期ミュージックセラ

ピスト養成講座」を開講しました（＝

写真）。神戸市北区の仲間を増やす目

的で、会場はソーシャルコート神戸北

に設定。和やかな雰囲気の中にも真剣

に講義を受け、意欲的に取り組みまし

た。

今後とも皆様には温かく見守り頂

き、ご支援下さいますようよろ

しくお願いします。（代表・岡部眞紀子）

ミュージックセラピーグループ「ハーモニー」の15年
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　 11 月 13 日～ 16 日の 4日間、西宮

市市民交流センターで、写真展「よみ

がえれアフガニスタンのぶどう畑 ～

協同は海を渡り、そして国境を越えた !

～」を開催しました（主催 : 都市生活

コミュニティセンター、共催 :CODE

海外災害援助市民センター、生活クラ

ブ都市生活）。

　今回の企画は都市生活コミュニティ

センター（TCC）の会員の発案に始ま

り、有志で実行委員会をつくって進め

てきました。会場には 68 枚の写真を

大伸ばしにし、アフガニスタンの民族

衣装や音楽も用意しました。またお茶

のコーナーも設け、感想を語り合うと

ともに、アフガニスタンで収穫された

干しぶどうをご賞味頂きました。

　15 日・16 日は村井雅清・CODE 事

務局長のギャラリートークを行い、多

くの方が熱心に耳を傾けていました。

これまでの支援がどの程度実を結び、

また残されている課題は何なのか。こ

れを機会に、私たちにできることを引

き続き考えていきたいと思います。

　写真展は 4 日間で 102 人の方にご

来場頂き、まずまずの盛況のうちに幕

を閉じることができました。ご協力頂

いたみなさまに改めて感謝いたしま

す。ありがとうございました。

■参加者の感想から

◆想像していたのは暗い写真と思って

いましたが、どの写真も明るく、皆の

垂水知り合いの男性のお母

様…84 歳になりますが、

少々耳が遠いという事でその男性（息

子ですが）は身振りと筆談で接してい

ました。介護の仕事が心から大好きな

私はその行為が納得いかず「耳元に

顔を近づけて大きな声で話してあげて

…」と余計な一言を言ってしまいまし

た、でもそうする事で息子と母は久し

ぶりにコミュニケーションが取れたそ

Report
間でスタート。『テーマ・班名・リー

ダー』を決め。日、時間の段取り、仕

事の都合上、全員なかなか集まれない

けれど、集まれば、研修もさることな

がら、ヘルプの悩みごと、美味しい料

理の話、仕事のアイデアなど、わいわ

いがやがや “ これが楽しい ”（*^^）v。

総会時のグループ発表も、力の入るこ

と （^0_0^） 一年の総決算で、1~2 ヶ

月前から、段取りがはじまり、手づく

りの道具等々、打ち合わせ、横で見て

いても本当に楽しそう、総会が楽し

み !!。（立川マチ子）

うです。「自分の母親に顔を近づける

とかが恥ずかしくて身振りや筆談にし

ていた…でもおかげで話ができるよう

になり本当に感謝している」と言って

くださいました。この仕事をしていて

本当に良かった、優しい心をいつまで

も忘れずに人と接していきたい ! と、

再度心に誓いました。（廣瀬久美子）

武庫之荘グループ研修▽

あしすとではグ

ループ毎の研修があります。グルー

プ研修も、今年で 4年目になります。

毎年総会時に班分けをして、新しい仲
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2010 年度☆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。

（左）村井雅清・CODE 事務局長によるギャラリートーク。平日の開催でしたが、
多くの方にお集まり頂きました。（右）ティースペースを設け、支援先のアフガ
ニスタンで収穫した干しぶどうをつまみながら、写真展の感想を語り合います。

写真展よみがえれ

のぶどう畑

笑顔が印象的でした。希望にあふれた

写真でした。

◆生協を通して資金がアフガニスタン

の人々の生活の糧となる。はっきりとし

た成果へつなげていく活動をされてい

る事とその継続による過程を目で見え

る展示と説明で、理解が深まりました。

◆今の恵まれた生活をもう一度振り

返ってみて、平和の素晴らしさ、前向きに

生きていく事の大切さを考えてほしい。

◆どんな逆境にも負けないで乗り越え

ようとする力強さ、たくましさに感動

しました。“ 生きる力 ” と生活の中で

の笑顔がすばらしいです。


