
昨年 6 月末に社団法人の認可が下り、手探りではありますが、少しずつプログラムの提供が始まりました。 

設立時は発起人として、上原明子（親の会会長）、渡部伸（親の会副会長）が関わり、理事として上田幸夫（日体大教

授）、竪山順子、小澤智佳子、庄司恵美、ユコフ美加、監事として井上拓也で設立をいたしました。現在、代表理事は竪山、会

計を小澤、余暇支援をユコフ、家族・本人を支えるという権利擁護支援を庄司、事務局は上原が担当しています。 

法人であれば関係機関から助成や委託も得られるという利点はありますが、親の会活動から見えてきた制度のすき間を埋めるのが

目的という法人なので、サービス提供の対価としての制度による恒常的な報酬はありません。財政基盤がまだまだ豊かではない法人

ですので、賛助会員が増えることはとてもありがたく、またご寄付も大きな励みになります。 

今回、ゆうちょ銀行で振り込める「賛助会員振込票」を配布させていただきます。30 年度分の賛助会費納入の際などにお使いいた

だければと思います。なにとぞご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

★賛助会費は一口 3,000 円です。振込用紙は□賛助会費 □ご寄付 □プログラム参加費 のすべての

納入に使用できるようになっております。お振込みの際は、該当する□にレを入れてご使用ください。 

★銀行振り込みも可能です。   
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                    振込口座：三菱東京 UFJ銀行 経堂支店  

                    普通０９１－０６７７０８０  一般社団法人 つながりラボ世田谷 

2018年 2月発行 第 2号 

一般社団法人つながりラボ世田谷は、制度にはないサービスだけれど、地域生活を継続していくためには、どんなに小さな支援でも

安心な生活には欠かせない、そんな小さな活動を開始しています。プログラムには、 

①余暇を豊かに、②家族・本人を支える という活動があります。順次プログラムのご紹介をしていきます。 

 
お知らせ：（詳細は裏面をご覧ください。HP にも詳細を掲載しています。） 

① ゆうちょ財団 助成が決まりました！ 4月 23日より相談が始まります！！ 

② HP公開！ HP よりプログラムへのお申し込みができるようになりました！ 

③ ダンスレクリエーション プログラムが 2月より始まっています！ 

④ お料理教室 3月 24日(土)に始まります。 

⑤ 毎月 1回茶話会も開催中。お気軽にご参加ください。次回は 3月 14日（水） 

⑥ スポーツ教室 日体大キャンパスツアーのお知らせ 

⑦ MAPS継続研修 3月 6日（火）11時より、東京都手をつなぐ育成会事務所 

 

お申し込みを完了されましたら、ラボからプログラム参加についてのご連絡を、メールあるいはお電話でさせていただきます。

ます。 

HP を公開しました！ プログラムへの参加申し込みについて 

申込方法は３つあります。 

①HPの「参加申し込み」をクリック ⇒ HPの参加申し込み

フォームから直接入力 ⇒ 送信 

②HP の「参加申し込み」をクリック ⇒参加申込書をダウン

ロードして、印刷の上記入、FAX 送信。 

   03-3439-0773 へ 

③電話で申し込み。 080-7822-1745 

  

URL: 
 https://tsunagarilab.com 
・余暇のプログラムから相談まで、ラボの各プログラム

への参加は、HP からもお申込みいただけるようにな

りました！申込は右記をご確認ください。 

・プログラムの詳細や、お知らせなど、随時更新して

まいります。 

ります。 

H30年度の賛助会員振込用紙を配布させていただきました！！ 

mailto:labo201706@gmail.com
https://tsunagarilab.com/
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音楽療法について   中井深雪先生からのご挨拶 特集 

はじめまして。この度、つながりラボ世田谷のプログラム希望者の皆様に音楽

療法をお届けすることになりました、特定非営利活動法人心のおしゃべり音

楽工房代表中井深雪です。 

すでに参加のお申し込みがあると伺っており、初めてお目にかかる方々との新

しい出逢いにも、心より期待をしております。 

 

心のおしゃべり音楽工房は、1998年 7月に世田谷区内にて音楽室を開室

し、個人音楽療法と、施設に赴いてのグループ音楽療法を日々、行ってまい

りました。そして今年でついに団体としても 20 年の臨床経験を積ませていた

だくことができました。これもひとえに、音楽療法と出逢い、音楽療法を愛して

くださったすべての方々とそのお母様やご家族の支えとご支援の賜物と心より

感謝申し上げます。 

 

さらに、20 年という歳月は、開室当時 3 歳だったお子さんがすでに成人され

たという年月であり、今、MTN 上馬５丁目音楽室で育ったお子さんたちが

年々高校を卒業され始め、そしてついに今年は、3 歳から音楽療法を始め、

卒後直ちに就職することが決まったお子さんが青鳥特別支援学校を卒業し

ます。 

 

音楽療法とともに育ってきた子どもたちや、音楽療法とともに生きていくことが

できる環境に恵まれた成人の方々は、迷いや混乱に満ちた生活過程におい

て、独自の情緒の安定と、相手に根気強く意思を伝えようと努力できるコミュ

ニケーション意欲を獲得するのではないかと、心のおしゃべり音楽工房は考え

ております。ですから、歌が、楽器が、あらゆる方の「人生」というメロディを伴

奏し続けてくれるよう、私たち音楽療法士はみなさまの人生の「伴走者」でも

ありたいと願っております。 

どうぞ末長く、よろしくお願い申し上げます。 

NPO法人心のおしゃべり音楽工房 

                       代表理事  

1986 年 国立音楽大学 卒    

         幼児音楽教育専攻 

コーラスグループ「いずみたくファミリー」 

                       元メンバー 

幼稚園教諭普通免許状（一種）取得           

ホームヘルパー2級課程修了 

・・・・・・・・ 

区内の障害者施設数カ所で、また、区外

の施設や病院でも多くのセッションを行って

います。 

 

Profile 

 

音楽療法 4月からアセスメント開始の予定！ 

● 場 所：参加申込受付後に、追ってご連絡します。 

● 月 1回 第１日曜日 あるいは 第４土曜日  6 か月をひとコースとして継続して実施します。 

● セッションを始める前に、丁寧な面接などによるアセスメントを行ないます。 

 また、セッションの様子をしっかりお伝えし、適宜面談等も行います。 

● 参加費：3500円/回  支払い方法はお申し込み受付後にご連絡させていただきます。 

  事前体験をご希望の方は法人までご連絡ください。 

● 実施方法 一日を 3 コマに分けます。 1グループ 5～6人、１セッション 45分（60分以内）、セラピスト 3人 

        午前中 10：30～11：15    午後 13：30～14：15、 15：30～16：15 

＊ガイドヘルパーさんといっしょに参加もできます。 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のプログラムに参加してみませんか？ 

体をつかってレクリエーション 始まりました！ 

 

① ダンスレク 月曜夜 月 3回 18時より １セッション HP より、またはお電話でお申込みください。 

   2月 26日、3月 5日、3月 12日、3月 19日、4月 2日、4月 9日、4月 23日 

● 参加費：１セッション 1500円/回（今年度 3月まで。4月からチケット制を検討中）  

● 場所： 総合福祉センター3階 研修室  

● 講師： 木原 丹（あきら）先生 KAYA スタジオ所属  

 

［経歴］ヨシイトウのものメソッドアクティングを学ぶ。役者として新劇、舞台、ラジオ、CM などに出演。ダンサーとして

PV、LIVE に出演しつつ、身体表現の可能性を追求するべくコンテンポラリーダンスへ移行。近年、自身の創作舞踏作

品にて国際コンクール受賞多数 

［受賞歴］2012 年 琉球新報国際バレエコンクール 創作部門 2 位、2014 年 現代舞踊協会 ダンスプラン賞、

2014 年埼玉全国舞踊コンクール創作部門 2 位、2014 年 東京なかの国際ダンスコンペティション 創作部門 3 位。 

［活動歴］NHK 『おかあさんといっしょ ファミリーコンサート』多数、テレビ朝日ミュージックステーション superfly バックダ

ンサー、奥田民生 『海の中へ』、他、多数。 

 

② スポーツレク  3月 24日（土） 午前 10時～正午     場所：大蔵第 2運動場 体育館 

  ● バスケ、卓球、ドッチビー、ボッチャ、ソフトバレーボール、スポーツチャンバラなど、いろいろな運動グッズがあります。    

  ● 好きな運動を見つけられるかもしれませんね。経験がなくても大丈夫。必要に応じボランティアさんが支援します。 

  ● 楽しそうだな、参加したいと思う方は、HP より、またはお電話でお申し込みください。詳細をご連絡します。 

 

晴美さんの楽しいクッキング 

● 3月 24 日(土)10時半から 2 時ぐらいまで 

● 参加費：1000円＋ 実費 

● 場 所： 弦巻区民センター調理室  

● メニュー：季節の食材シリーズ ”春”  春の食材を使ったごはんもの、スープとデザート 

● HP より、またはお電話で お申込みください。 

 

相談室もいよいよ開設 

● H30年度 ゆうちょ財団より助成を受けて始めます。 

  親なきあとのこと、現在の不安、後見のことなど、どのようなことでもお話を伺います。気軽にご相談ください。 

● 月１回  お二人の相談員が隔月で相談をうけます。 本人からの相談も OKです！ 

  白井俊子氏（都育成会権利擁護支援センター初代所長） 5月担当 日程調整中。 

  渡部 伸 氏（親なきあと相談室主宰、行政書士） 4月 23日（月）第 1回相談日 

● 場所：親の会事務所 相談室 

● 相談料：無料 ただし専門の先生へ相談をつなぐときには、経費はかかります。 

● 現在受け付中：4月 23日（月）①13：00～13：50、②14：00～14：50 

            相談は予約制です。HP より、又はお電話でお申込みください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のようなプログラムもあります。 

茶話会にいらっしゃいませんか？ 

● お友達をさそって気軽にお茶を飲みながら、おしゃべりしませんか。 

● 参加費：300 円（お茶・おかし代など） 

● 場所：総合福祉センター和室  時間： 10 時半より 

● 準備がございますので、極力事前申し込みをお願いします。当日参加も OK です。 

  次回は 3 月 14 日(水)  HP より、またはお電話でお申込みください。 

スポーツ教室 ＜子どもから成人まで＞ 
今年度の教室は、終了しました。 来年度スポーツ教室のお申し込みは、4月からの予定です。 

今年度スポーツ教室参加者へは、詳細をお知らせいたします。 

また、HP に詳細をアップしますので、HP よりお申込みください。 

＊＊＊ 毎年恒例！ ”日体大キャンパスツアー“ ＊＊＊ 

● 3月 25日（日）日体大深沢キャンパス 10時より 14時ぐらいまで 

今年も ≪焼きそば≫ あるかな？ 

ご参加希望のかたは、お電話あるいはメールにて、お問合せください Labo201706@gmail.com 

MAPS:みまもりあんしんパートナーズ 

Mimamori Anshin Partners (MAPS)  

● 見守りあんしんパートナーズの活動とは： 

・親子の高齢期、特に親なきあとの本人の見守り 

・独り暮らしをしている人の不安や心配に対応した支援の提供 

・制度にはないサービス・困ったことに対する支援の提供 

・若いうちから地域の活動に参加し、仲間づくりを心がけ、MAPS協力員と仲良くなろう。 

  世田谷の障害のある人たちに寄り添っていく MAPS を地域に定着させます。 

● MAPS研修 3月 6日(火) 11時より 東京都手をつなぐ育成会事務所 

LL ブックの普及活動 

● 「LL」とは、スウェーデン語の「LättLäst」（英語では easy to read）の略です。つまり「ＬＬブック」とは、 

   誰もが読書を楽しめるように工夫してつくられた、「やさしく読みやすい本」のことを指します。 

● 文字を読むのが苦手な人でも分かりやすいように、写真やピクトグラムなどを使って書かれています。 

   本人達に楽しめるような LL ブックについての情報を HP でお知らせします。 

● LL ブック出版元 のぞいてみてください。   埼玉福祉会  http://www.saifuku.com/shop/llbook/ 

● ご興味のある方は法人までご連絡ください。LL ブックを貸し出します。 

●各プログラム参加者へのレクリエーション保険について 

音楽療法、スポーツ教室、お料理教室、レクリエーションには参加者に行事保険をかけます(茶話会を除く)。  

補償内容は法人までお問い合わせください。 保険加入は当日では無理なことがありますので、事前の参加申し込みを

お願いいたします。 

●非親の会会員のかたの参加について：親の会会員ではないかたも参加できます。ただし、参加費は、各プログラム  

 で、会員のかたの 2割増しになります。詳細は、都度、法人にお電話でお問合せください。 

mailto:Labo201706@gmail.com
http://www.saifuku.com/shop/llbook/

