
音楽をベースに地域の輪をつなげよう！ 

麻 生区の新百合ヶ丘周

辺には日本映画学校

や、昭和音楽大学、川崎

アートセンターなどの芸術

関係の施設が集積し、さま

ざまなイベントが開催され

ている。 

 新百合ヶ丘にはいい音楽

を聞ける、素晴らしいコン

サート会場があるので、麻

生市民交流館「やまゆり」

では独自な方向を目指して

いる。それは、音楽を楽し

みながら参加者が自由に交

流して、参加型コミュニ

ティをつくろうという試み

である。 

 2008年冬にはじまった

「歌声喫茶」は春夏秋冬と

年４回開催。大きな声をだ

すのは健康にもよいと、は

じめて会った方々がお互い

に懐かしい曲を歌い合って

いる。参加者の９割が女性

ということで、おとなしく

なっている男性に配慮し、

今年、はじめて「歌声酒

場」が開催された。飲酒も

ＯＫなのでグラスを片手に

昭和の歌謡曲を、デュエッ

トもありで、そこには共通

の世代を生きたビジネス戦

士の姿がかいまみられる。 

 これらイベントのリー

ダーをされている宮本直紀

さんは、区民講師の松岡裕

治さんとタイアップして区

の地域コミュティ活動支援

事業をたちあげた。郷土の

民謡を聞きながら心のふる

さとを巡る、「ふるさとぶ

らり旅」がそれだ。日本全

国を５ブロックに分け、お

国自慢や、郷土のツマミを

堪能し、最後に郷土の民謡

を歌ってしめる。ここで

も、新しい仲間がうまれて

いる。好きなスタイルで、

それぞれのスタンスで音楽

に参加している区民の姿が

ある。  

 こうした動きに対応して

「やまゆり」ではイベント

づくりのお手伝いにと、

「ザ夢空間」というチーム

を公募した。メンバーがア

イディアをだしたり、装飾

物を手づくりしたり、イベ

ント機材の充実にも力を入

れはじめた。現在７名、随

時参加者を募集している。 

 今回のあさお市民活動レ

ポート第7号では、音楽の

持つ力を活かし、麻生区で

活動されている団体を紹介

しました。ぜひご一覧くだ

さい。 

区民記者 植木昌昭 
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とどけ歌声！アフリカのこどもたちへ 

音楽の持つ力を活かし、麻生区内で活動されている団体を紹介します  

歌が好き、仲間が好き！ 

アジアの癒しにひたれるバリダンス 

代 表 ： 河合昌子   連絡先 ： TEL 044-989-2897  設 立 ： 1993年 6月     

会  員 ： 15名（女性のみ）  

会 費 ： 月 1000円（4ヶ月分前納）プラス 1レッスン 500円 

練習日 ： 毎週木曜 19時 30分～ 21時 毎週日曜 10時～ 11時 30分(中学生対象) 

     いずれも新ゆりグリータウン集会場。その他に国領教室あり 

     http://homepage2.nifty.com/sekarlily 

昨年多摩市民館で踊る河合さんと高橋さん スカール・リリー  

代 表：茂木 理（もぎ あや）  連絡先： TEL.044-986-8079 

設 立： 2009年７月   会 員： 11名 

会 費：約 1000円／月  活動日：不定期（問い合わせ願います） 

    http://beans2010.web.fc2.com/ 

Bean’s 

コンサートあふれる街に 

あさお芸術の街コンサート 

代 表： 丸山博子（実行委員長） 

連絡先： TEL.044-965-5370（麻生区役所地域振興課） 

設 立： 2000年 11月  実行委員： 12名（男性３名、女性９名） 

活 動： 実行委員会 不定期 

あさお芸術のまちコンサート実行委員会 
カラオケで元気が一番、友を呼ぶ 

代 表：宮本直紀 

連絡先： TEL.044-951-2831 miyax19nao@withe.ne.jp 

設 立： 2009年 5月 会 員： 17名（男性 11名、女性 6名） 

会 費：実費     活動日：第 2・第 4月曜日 11時～ 18時 

麻生カラオケ楽会 

バリダンスの会「スカール・リリー」の意味は「百合の花」、

新百合で生まれたバリ舞踊の会である。代表河合さんと高橋さ

んは共にインドネシア滞在時にバリに魅せられ、帰国後日本で

もバリの文化とダンスを広めたいという強い思いから、18年前

にこの会をつくった。 

活動の中心は年1度の公演や地域イベントの参加だが、運営はメ

ンバーの希望もいれて、楽しい雰囲気での練習や会員相互のコ

ミュニケーションを目指している。華やかな衣装、バリ独特の

音楽、優雅な踊りが練習している教室に、南の国の明るさを呼

び、悠久な時を感じさせる伝統を運び、ゆったりとした時間が

流れていた。 

次回公演は3月13日（日）多摩市民

館の「たま学びのフェア」（11時

～11時50分於アトリウム、12時30

分～14時於ホール）に出演する。

メンバーは中学生から50代までの

女性で、新会員も募集中である。 

取材･文 橋本敏次 

“Ｂｅａｎ'ｓ”は2009年７月に産声を上げた。歌うことが大

好きな20歳代～50歳代のメンバーで構成されている。 

リーダーの茂木理（もぎ あや）さんはプロの歌手として活

躍された実績があり、ボイストレーナーとしてメンバーの指

導にあたっている。年１回開催されるコンサートに向けて

「クレージーフォーユー」「マンマ・ミーア」などミュージ

カルの名曲を練習している。そして来場されたお客様には、

国際ＮＧＯを通したアフリカのこどもたちへの支援を呼びか

けている。活動で心がけてることは、「楽しんで歌う！」こ

とだ。それが聴いているお客様に伝わると信じてる。 

「やまゆり」でのレッスンは

厳しさのなかにも笑顔があ

り、心から皆さんが楽しんで

歌っているのが私にも伝わっ

てきた。更なる飛躍を期待し

たい。 

取材・文 本間和雄 

新百合ヶ丘北口駅前－カラオケ「オペラ」の部屋の扉を開け

ると、元気な歌声が聞こえる。エコー音に耳をかたむけ、マ

イクを握って歌いたくなる。参加者は品よく順番にエント

リーし、演歌や昭和の青春歌謡を熱唱し、そして聴き惚れ

る。時間内ならいつでも会に参加でき出入り自由が魅力で、

歌が終わると熟年の紳士・淑女が拍手を贈ってくれる。 

会は定年退職者のセミナーに参加した人のなかでカラオケを

共通の趣味とする仲間が集まりはじまった。退職後、ひきこ

もりになれば、世間の濡れ落ち葉扱いが癇にさわる。「声を

だし、人と話し、笑い、元気になる機会になってほしい」と

代表の宮本さんはにこやかに語る。 

また、カラオケで一緒に歌うことで仲間意識がわく。 

ご当地ソングでお郷が解れば懇親会

を開催し、仲間の輪を広げていくな

ど会の運営も意欲的だ。 

 

取材・文・撮影 池山幹夫 

午後４時30分、麻生区役所のロビーにベートーベンのピアノソ

ナタが響きわたる。そのほかポピュラー、ジャズ、肩の凝らな

い演奏に何十人もの人が足をとめ、耳を傾ける。 

月に２回開催されるトワイライトコンサートは、企画運営、出

演者との交渉、当日の準備などを麻生区と協働でボランティア

がこなす。10年前、１枚の区民の企画書からはじまった活動。

今では年４回、数百人規模の区内ホールでのコンサート、アー

トセンターでのシネマサロンコンサート、養護学校への出張コ

ンサートと広がり、さらに写真展とのコラボレーションなども

計画中で、とどまるところをしらない。いずれも入場無料。出

演を登録している80近い団体のプロの演奏家も、この街の住人

だ。街の誰もが音楽を気軽に楽

しむことができ、そのことに

よって交流が生まれ、この街で

暮らすことが楽しくなる。そん

な夢が広がる。 

取材・文 久保ひとみ 

愛をありがとう～やさしさをありがとう 
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和太鼓を楽しむお母さんの集い 

リリしいポーズが決まった 
（今年の区民祭りにて） 

代表者：金子朊子   連絡先： TEL.090-9676-9997 

設 立： 2002年４月  会 員： 16名 

会 費： 1回 2000円   活動日：月２回（原則金曜 9時～ 12時） 

練習場所：鶴川市民センターなど   http//www.wadaiko.jugem.jp/ 

和太鼓 じゅげむ 

代 表：特に定めていない 

連絡先： TEL.090-2900-0464（鈴木あかね） jamm-s@e0.dm.to 

設 立： 1990年５月  会 員： 16 名(男性 5名.女性 11名) 

会 費： 2000円／月  活動日：隔週土曜日または日曜日 10～ 12時 

合唱団リベルテ 

みんなで和音をつくりだす楽しさ♪ 

「アートフェスティバル2010」で熱演 

代 表：河野和子 

連絡先： TEL.080-5178-1091 上山義弘（代表代理）   

設 立： 2006年５月    会 員： 24名（男性 8名、女性 16名） 

会 費： 1500円／ 6ヶ月 活動日：週１回(２時間半) 曜日特定なし 

 アンサンブル ゆり 

年輪の演奏「音楽はすてき」♪ 
音符の代わりにカタカナで「ミーレドミレド…」と、紙に書

いて練習した初心者も、いまは人前で演奏できるまでに上達

した。「アンサンブル ゆり」は、「音楽で心と体の健康づ

くりをしょう。楽譜が読めない人でも演奏を楽しもう」と、

元小学校教師の河野和子さんが2006年5月に立ち上げた。 

最初は5～6名だった会員も今では24名、平均年齢は70才。最

高齢86才の男性はバイオリンを弾く。週1回の練習は、音を確

かめ合いながら、ゆっくり、ゆったり、2時間半を楽しむ。 

ジャンルは日本の名曲、ポップス、セミクラシックと幅広

く、レパートリーも15曲になった。楽器はハーモニカ、フ

ルート、バイオリン、サックスなど、10種類になる。老人会

の演奏では「その楽器の名前は？」「ちょっと触っていいか

しら」「音を出してみてよ」と観客も興味しんしんだ。歌詞

を知っている曲は歌い出したり、

手拍子を打ったりして盛りあがっ

た。代表代理の上山さんは「楽し

みながら練習してきた曲を、喜ん

で聴いていただくのが一番うれし

いですね」と話した。 
取材・文 石﨑純也 

８年前、子どもの幼稚園の卒園謝恩会で母親達がロックソー

ランを踊った。そのとき踊りを指導してくれた玉田菅雄氏

に、和太鼓を勧められたのがきっかけで、有志が集って会を

設立した。 

会員は１6名。発足して間がないので30歳～40歳代と若く、練

習が平日の昼間のため主婦が主体。大胴、締め、鉦、笛(注)を

演奏するが、飛び跳ねるようなバチさばきは、見ていて小気

味よく、やってみたい衝動にかられる。区民祭りや新百合ケ

丘近くのイベントに出演し、年に5回程度演奏を披露してい

るが、大きな音を出すので、練習場所の確保に苦労してい

る。和太鼓の演目としては、滋賀の「水口囃子」などが有名

であるが、楽譜が無く、口伝で調子を教わるが、新しい曲を

習得するのが励みとのこと。 

この会は母親の会であるが、

子ども達の会として「鼓打舞

（こだま）」がある。太鼓、

笛など日本古来の楽器に興味

のある方は連絡を！                  
取材・文 中島久幸 

（
注
）
大
胴
は
大
太
鼓
、
締
め
は
小
太
鼓
、
鉦
は
カ
ネ
、
笛
は
篠
笛 

やまゆりの２階から明るい歌声のイタリアの合唱曲「Amor 

Vittorioso」が聞こえてきた。ドアを開けるとそこには14名の

団員と6名の遊んでいる子ども達。アカペラを歌っている合唱

団リベルテの練習風景だ。 

今から20年前ポーランドから来日した合唱団を市内の高校合唱

部員を中心に80名集まりアカペラで歓迎したのがはじまり。 

國廣朝美さんを指揮者として,みんなで美しい和音を作り出

すことを目指している。途中団員の結婚・出産が続いたこと

で4年間活動を中止していたが、昨年新しいメンバーを迎え

再開。麻生音楽祭にも参加した。 

楽しみはみんなと音を重ね合わせること、曲ができ上がって

いく過程、仕事や子育てで忙しいなか歌う時間を共有できる

こと…などだそうだ。 

今は３月に行われる東京ヴォー

カルアンサンブルコンテストに

むけて練習している。歌うこと

が好きな人は大歓迎だ！ 
取材・文 丸山とし子 

音を作り出すのはお料理と同じです♪

と國廣さん 

ひびけ 歌声 
麻生区内にある25の老人クラブのうちで最大規模である悠々

クラブのうちの１０あるサークルの１つが「コーラス悠々」

で、女性だけのサークルである。設立当初は男性4名・女性

４名であったが、現在は女性のみで月に3回王禅寺いこいの

家と白山いこいの家で練習している。 

 会費は、指導者への礼金、楽譜類の購入、お茶菓子や事務

費などにあてている。また代表の沼田脩文（ながふみ）さん

は、指揮者であると同時に事務全般も受け持っている。 

 おもな活動は、老人ホームなどの慰問、福祉祭りへの参加

（今年は11月21日）、麻生区老人クラブ連合会の演芸大会へ

の参加で、「花」「小さい秋見つけた」「ふるさと」などを

特訓中である。 

 「あおばリトルコーラス」の

指導者である寺岡宣子さんの懇

切なる教えのもと、若々しい声

をとりもどし、青春にかえった

気分で歌っている。 

取材･文 河野順子 

代 表：沼田脩文（ながふみ）    

連絡先：TEL．044-954-3693 FAX．044-954-3754 

設 立：2002年10月 会 員：31名（女性30名、男性１名） 

会 費：750円／月 活動日：第2・3・4の木曜日 募集：60歳以上の女性 

コーラス悠々 
福祉まつりで熱唱 
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区民による区民のための情報発信をしてます！ 
 第3期生が加入しました。 

  高田桃子さん 

  

 

 

メンバー紹介ページもぜひご覧ください 

http://www.asao-ku.net 

〒215-0021 

神奈川県川崎市麻生区 

上麻生1-11-5 

Tel.044-951-6321  

Fax.044-951-6467 

URL http://web-asao.jp/yamayuri/ 

Access 小田急線「新百合ヶ丘駅」 

      南口から徒歩4分 

市民交流館「やまゆり」 

「やまゆり」のイベント設備紹介   

「やまゆり」の従来の貸出備品には、プロジェクター、スクリーン、マイク＆スピーカー、DVDプレイヤー、

アップライトピアノ、展示パネル、パソコン、PLC子機などがあり、さまざまなイベントに活用されています。

ここでは、今年度、新しく導入された機器を紹介します。 

取材を通じいろいろな愛情の種類を探し、さまざまな

人の優しさに触れていきたいと思っています。 


