岐阜県介護予防推進指導者養成研修事業

第 8 回ぎふ音楽療法協会公開講座（Zoom によるオンラインセミナー）
講師：児玉直樹氏（新潟医療福祉大学医療技術学部診療放射線学科教授）
講師：小沼愛子氏（バークリー音楽大学音楽療法学部卒）

1 月 9 日(日) 新潟市、アメリカ・ボストン市、岐阜市の 3 カ所を繋ぎ、
岐阜県介護予防推進指導者養成研修事業公開講座を開催しました。
午前 10:00～12:00 午後 1:00~3:15 参加人数は 106 名でした。
午前の部：児玉先生の講演（３部構成）
1 部『認知症の基礎』

定義、症状、評価法、治療法等を大変分かりやすくお話いただきました。
2 部『認知症予防と音楽療法』
MCI（軽度認知障害）の段階で発見し予防する必要性があることを話されました。
例として、フレイル予防のために「あははあ」の習慣づけを挙げられました。
あ→歩く、は→働く、は→話す、あ→遊ぶ
(一社) 日本認知症予防学会認定グレードにおいて、音楽療法は認知障害への一次予防効果があると
されています。
3 部『健康寿命延伸と介護予防』

「市町村の介護予防と医療が一体となって健康寿命の延伸を目指すこと、そしてぎふ音楽療法協会
も、関係団体の一員として、積極的に地域と連携して活躍の場を広げて欲しい」とお言葉をいただ
きました。
午後の部前半：小沼先生の講演『認知症予防と音楽療法実践』
認知症予防を取り入れた音楽療法セッションの際重要なこととして、以下のことを学びました。
１、常に変化する医学の常識、情報をアップデートする
２、他職種のスタッフとのコミュニケーションを積極的に行う
３、クライエントに人生や生活をより豊かにしていただくために、音楽の要素と特徴を効果的に

利用した介入方法を考えていく（ライフエンリッチメントの視点）
午後の部後半：お二人の先生のコラボ講演～実践と科学的視点のコラボレーション～
小沼先生のセッションの写真やビデオを観ながら、児玉先生による科学的視点からご講演頂きまし
た。これを基に、常に自分自身のアップデートを心掛けていきたいと思います。
先生方、ありがとうございました。そして、岐阜県介護予防推進指導者養成研修事業の助成金を
受け開催できましたこと、関係者の方々に重ねてお礼申し上げます。

（学び部）

第 20 回全会員研修会の報告

【学び部】

2

『オノマトペで心と体をセルフケアする技術』（オンラインセミナー)
５月 23 日(日）オノマトペ研究家の藤野良孝氏を講師にお迎えし、
107 名の参加をいただき開催いたしました。
藤野先生の“優しさの魔法”をいつの間にか私たち自身が魔法にかけ
られたかのような、あっという間の 1 時間 30 分でした。

ふわー で流し・・・・・キラキラで夢を描き ・・・
スーッ の呼吸で・・・・ ピピピッと思い出し・・・
スパッと消し・・・・ にーシャキーン！で・・
ワクワク

講師：藤野良孝氏
朝日大学保健医療学部教授

教えていただいたオノマトペで、日常の中でセルフケアする方法を

早稲田大学オープンカレッジ講師

私たちも取り入れて、前に進んでいきたいと思います。
第 2 弾を期待する声も多く聞かれました。

第 30 回専門研修会の報告

【学び部】

『精神分析と即興音楽が融合する臨床的な音楽療法とは？』
(オンラインセミナー)
７月４日(日) 東京の内田博美氏と岐阜を繋ぎ、73 名の参加を
いただき開催いたしました。
ドイツの『心理療法的音楽療法』について主に以下の２点を
学びました。
１. クライエント(以下 Cl)に焦点を当て、自由即興演奏を介して
Th と Cl の対等な関係性を確立する
２. 自由即興に投影される Cl の内面を読み解くためには、
講師：内田 博美氏
ドイツ認定ディプロム音楽療法士
ドイツ音楽療法センター代表
ドイツ音楽療法協会会員

精神分析の理論を基盤とする
また、音楽療法士が心がけることとして、以下の示唆に富む
アドバイスを受けました。
①Cl の呟きを待つ ②Cl の音楽をよく聴く
③沈黙＝休符も音楽の一部と捉える ④自分の声を聴く
内田先生の的確でわかり易いご講義に、岐阜での開講を望む
声が多数寄せられました。
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今年度の活動報告
【本部】

【理事紹介】

新型コロナウィルス感染症が懸念されるた
め、通常の対面による理事会の代わりに Zoom
ミーティングを使って会議を行いました。当初
は慣れない Zoom 操作に戸惑いもありました
が、グループに分かれて会議をするブレイクア
ウトルーム機能なども活用してコミュニケー
ションを図りました。遠方の理事とも気楽に会
議ができる Zoom は便利ではありますが、対面
研修会で再開できた時の喜びは、それに勝るも
のでした。

【職能部】
2021 年度 12 月末までの依頼件数は、受託事業
２件、一般請負は、児童分野での音楽療法 15 件、
介護予防教室での音楽療法 7 件、介護するご家族
への音楽療法 2 件、音楽療法の取り入れ方につい
ての講座 1 件でした。その他、問い合わせが 4 件
ありました。
また、今年度も新型コロナ感染症拡大に伴い、
中止や延期もありましたが、皆様のご協力で無事
終えることができました。ありがとうございまし
た。

本部
理事長

副理事長兼支部局長

廣瀨淳子

清水智子

副理事長兼書記

会計

滝上美水

二ノ宮典子

学び部

職能部

普及・事業部

常任理事

常任理事

常任理事

堂内直子

𠮷田利代

大朏千富美

髙瀬孝子

中山みな子

日下部麻由子

右髙せつ子

髙岡奈美

葭田美香

支部長
岐阜支部

東濃支部

中濃支部

羽田しのぶ

羽山園美

山田有多子

西濃支部

飛騨支部

愛知支部

野原美智弘

加藤美由紀

中村牧子

三重支部

事務局

藤岡厚子

宮川英子

【普及・事業部】
●アトリウムライブ 11/２(火) 会場：OKB ふれあい会館２F
三重支部会員が所属する『Duo L‘amore』がオカリナアンサンブル
で出演しました。曲に合わせて音域の異なるオカリナを使い分け、
クラシックやジブリの曲など全８曲を披露しました。

●ハートフルフェスタ 2022 １/10(月)～23(日)
会場：ハートフルスクエア G 協会の活動をパネル展示
●NPO 活動パネル展 2/1(金)～19(土)
会場：みんなの森 ぎふメディアコスモス ドキドキテラス
●メディコスまつり『フム・ドキ・ワイワイ』
会場：みんなの森 ぎふメディアコスモス
ワークショップを出展予定でしたが、コロナ感染症拡大のため
中止となりました。
★ホームページの更新 通年
★音のつばさ 28 号発行３月

支部活動報告
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【岐阜支部】
12 月

研修会『音楽に力×声の力』
講師：語り部しずく氏 (会場：長良川温泉ホテルパーク)

『音楽療法は人類の始まりから必要とされ、その時代に合わせた
形で用いられた歴史』があることを学び、一層、音楽療法の活動
に自信を持てる機会となりました。次に『役になりきっての実演
練習』では、日頃の音楽療法の実践を通して培われた演技力と、
適応能力を発揮する体験が出来ました。そして無意識に出している
自分の声質が、相手にどのような影響を与えるのかを改めて意識しました。
【東濃支部】

６月

総会及び交流会 (会場：瑞浪市地域交流センターときわ)
新会員 2 名も参加され、和やかな雰囲気で交流しました。

10 月

事例検討会及び研修会『緩和ケア病棟における音楽療法』
講師：河村銘子氏 (会場：瑞浪地域交流センターときわ)

岐阜県立多治見病院看護師でボランティアコーディネーターの河村氏を
お迎えし、身近な病院でありながら、あまり知ることのない
緩和ケア分野の音楽療法と緩和ケアについて学びました。
【中濃支部】
11 月

事例検討会『療育現場での個人音楽療法』
研修会『あなたの音楽療法士としての経験と♥を活かす』
ファシリテーター、講師：脇田和子氏 (会場：(株)シノダ楽器旭ヶ丘センター)

事例検討会では、対象児の今の姿を受け入れて待ち、保護者のケアも
考え信頼関係を築くことを学びました。
研修会では、これからの音楽療法のありかたを私達自身が考えていく
ことを実感しました。
※理事会が初めて会場と Zoom 受信参加者と繋ぎ、生配信研修会を試
みました。ご理解ご協力いただきました皆さまに感謝申し上げます。
【西濃支部】
７月

研修会『体を緩めゆっくりと楽しんで行う “頑張らない運動術”を体験しよう！』
講師：岩木博美氏 (会場：ソフトピアジャパンセンターセミナーホール)

『効果のある点を意識しながら身体を動かすこと』を解かりやすく教えて頂き、数々の動きを体験しま
した。コロナ禍で運動不足の中、爽快感を感じた研修会となりました。
10 月

事例検討会『就労センターにおける音楽療法の役割について』
研修会『楽器合奏を通して』

ファシリテーター、講師：粥川由美氏 (会場：OKB ふれあい会館)
研修会では、アンサンブルの意味を皆で考えました。音楽療法士が
心地よい時間をコーディネートする必要性を改めて感じました。

支部活動報告
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【飛騨支部】
7月

研修会『クリスタルボウル研修会～音と癒しの体験～』
講師：原田千恵子氏 (会場：高山市総合福祉センター)

人間の脊髄中の成分がクリスタルと共鳴し、音浴の効果を生み出し、
心地よい時間を体験しました。
11 月

研修会『子どもが育つ遊びとは』
講師：奥津光佳氏 (会場：高山市保健センター)

身体を使ったアナログ的な遊びが、社会から求められる道徳に発展することを
学びました。両日とも、多角的視点から音楽療法を考えることが大切だと思いました。
【愛知支部】

6月

ワークショップ『リズム de エンジョイ～ボディパ＆カップス～』
講師：中村 新氏 (会場：大府市愛三文化会館）
コロナ禍での音楽療法に活用出来るのではないかと、
カップスやボディパーカッションを教えていただきました。
久しぶりの対面での研修会に参加者の笑顔も多く見られ、喜びや
感動、そして一体感が感じられる時間になりました。

【三重支部】
11 月

研修会『水カンリンバをつくろう』
講師：山本佳子氏 (会場：津市久居アルスプラザ)

セッションで活用できる手作り楽器として水カンリンバの制作実
習を行い、身近な材料で〈癒しの水音〉を体験できる素敵な創作
楽器ができました。
１月

研修会『親子で楽しむ音楽療法～わらべうたで遊ぼう～』
講師：原みよ子氏 (会場：津市久居アルスプラザ)

子どもにやさしく語りかけるように手遊びや体を動かしながら『わらべうた』を歌い、自然に育まれる
親子の触れあいや遊びの中で培われる『わらべうた』の魅力を学ぶことができました。

書籍紹介
ボクはやっと認知症のことがわかった✒
自らも認知症になった専門医が、日本人に伝えたい遺言
認知症診断の物差しとなる、認知症機能検査「長谷川式スケール」を
作成された医師、長谷川和夫先生の著書。
自らも認知症になったことをサラリと公表されて以降、徐々に認知機能
の低下を感じながらも医師側からの目線と、認知症の人側からの目線で
記されている。
著者：長谷川和夫 猪熊律子

(出版社：KADOKAWA)
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各部からのお知らせ
【職能部】

【支部局】

主に仕事の請負・斡旋を行っています。今年度も

8 月と 9 月は、コロナ禍により予定していた活動が

コロナ禍にあって、会員の皆様には感染予防対策や

中止延期になりました。そのような中、新たな試みで

依頼者様のニーズに応じ、ご尽力いただきありがと

Zoom による事例検討会、研修会を開催しました。

うございました。来年度もご理解とご協力をよろし

また、ホームページから動画配信も行いました。

くお願いいたします。

来年度は、対面での研修会の他、社会状況に合わせ

(𠮷田)

Zoom による事例検討会、研修会を計画し、多くの方
が安全で安心して参加できるよう支部活動の開催を

【学び部】

目指したいと思います。

来年度も引き続き、皆様のご協力を得ながらさま

（清水）

ざまな形で研修会を開催してまいります。オンライ
ンの利点、対面の利点、それぞれをうまく活用しな

【普及・事業部】

がら、新しい研修会を会員の皆様と創っていきたい
と思います。

例年の活動の他にも参加出演できる催事等を会員

(堂内)

の皆様にご提供し、音楽療法の普及に繋げてまいりま
す。ホームページの充実を図り、スピーディーに情報
を発信していきたいと思います。ぜひ、会員の皆様の
ご意見やアイディアをお寄せください。

(大朏)

【今後の予定】
５/22 (日)【総会及び全会員研修会】Zoom ウェビナー配信
講師：恩田聖敬氏 (日本 ALS 協会岐阜県支部長)
『ALS 患者の立場から音楽療法へ期待すること』
７/３(日)【第 31 回専門研修会】(開催方法は未定)
講師：柿崎次子氏（児童分野

感覚統合ホリスティック音楽療法の会代表）

『感覚統合と音楽療法』(仮)
１/15 (日)【第９回ぎふ音楽療法協会公開講座】(開催方法は未定)
講師：近藤清彦氏
（相澤東病院診療部長 相澤病院脳卒中・脳神経センター 神経疾患音楽療法研究会代表）
その他、事務局より配信研修会ができればと考えています。(正会員限定)
)

詳細や変更等はホームページにて随時お知らせします。

【編集後記】

〒500-8384

オンラインセミナーを実施し、遠隔地の講師の方々や
多くの皆様と繋がることができました。
コロナ禍の不便もありますが、現在の状況で出来る事を
駆使して皆さまに情報を提供していきたいと思います。

岐阜市藪田南 5-14-12

岐阜県シンクタンク庁舎 3 階

TEL＆FAX：058-273-1370

090-4262-1760

ＵＲＬ：http://www.gmt-kyoukai.info

今年度も音のつばさ 28 号が無事発行されました事、

E-mail：kyoukai@gmt-kyoukai.info

ここにお礼申し上げます。

♪Gifu Music Therapy Association♪

(普及・事業部)

