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あさお市民活動レポート 第１巻第2号 

第2回 「ビバ！ かがやく子どもたち」開催 

 2009年4月18日(土)・19日(日)、麻生市民交

流館やまゆりにて「第２回 ビバ！ かがやく子ど

もたち」が開催された。 

 今年で２回目となるこのイベントには、区内を拠

点に子どもに関わる活動を行っている団体が参

加。昨年12月から準備をはじめ、毎月の定例会

議のほか、参加団体向けの説明会も数回実施

され、企画やプログラム、実施要項について綿

密な打ち合わせが行われてきた。 

 今回は13団体がエントリーし、１階のサロンでは

２日間にわたり子ども向けの演奏や模範演技など

の出し物が披露された（2～4ページ参照）。専修

大学前川ゼミの学生によるワークショップも開催さ

れ大勢の参加者で賑わった。主催者側の発表に

よれば、２日間で約200名が来場。 

 ２階では活動内容についてのパネル展示や、作

品も公開。会議室では今年初となるフリーマー

ケットも開催。提供された商品のなかにはブランド

品や、海外の珍しいお土産など掘り出し物もあり、

玩具や子ども服のリサイクル品も驚くほどの安値で

販売されていた。コインを握りしめた子どもたちが

目を輝かせ、並んでいる商品を手に取り、嬉しそう

に買っていく姿に思わず頬がゆるんでしまった。 

 同じ時空を共有することで、あまり相互交流

や、関わりを持つことのない市民団体同士のコ

ミュニケーションもはかれるなど、売上だけでなく

イベントを通じて得た収穫も大きいと思われる。 

 プログラムは各団体の個性が感じられるヴァリ

エーション豊かなもので、日頃の成果を発表す

る場としてもこのイベントが来年以降も継続開催

され、住民の認知度があがることを望みたい。 

 会館前ではボランティアスタッフによる綿あめ

の無料サービスも行われ、子どもたちの歓声に

包まれた２日間であった。  取材・文 佐々木直子 

子どもたちの箏の演奏は立ち見が出るほどの盛況ぶり 
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各団体を 区民記者が突撃取材！ 

各記者が感じたままをレポートします。 
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子どもたちの輝く笑顔に出会えた2日間 

 出演団体 演 目 

10:45～11:25 アンサンブルすみれ 朗読・ピアノ演奏・音楽物語 

11:30～12:10 シャルメ クラリネットとピアノ演奏 

13:00～13:40 グループ奏(かなで) 箏(こと)の演奏 

13:45～15:10 専修大学・前川ゼミ エコバッグづくりと和太鼓演奏 

 出演団体 演 目 

10:45～11:25 日本舞踊わらべ会 日本舞踊 

11:30～12:10 琉球古武道 空手模範演技 

13:00～13:40 ゆりがおか児童合唱団 童謡の合唱 

13:45～14:25 麻生ラグビースクール ラグビー模範トレーニングと体験ボール遊び 

14:30～15:10 あさおみどりのコンサート実行委員会 クラシックの演奏とトーク 

↑会場前では綿あめが 

    無料で配られた 
↑専修大学の学生による 

 ワークショップも大人気！ 

↑2階ではフリーマーケットも開催 

←折り紙作品やパネルの展示も 

左記以外の参加団体 ： 麻生おりづるの会／あさおプレーパークを

創る会／さんさん会／にこりん／ハーモニーランド 

★プログラム★ 

NPO法人あさお市民活動サポートセンター 



こころ和む 語りと音楽 

前川ゼミ「エコバッグ作り」と「和太鼓」 
用のアイロンをかけてもらう。 

 それぞれ個性的なエコバッグに仕上がった。 

 最後に「やまゆり」の横の公園で前川ゼミの学

生による和太鼓の実演。普段あまり聞かない太

鼓の音は、ちょっと違った世界を想像させた。希

望者には、太鼓を打つ実演もあり、楽しいひとと

きとなった。 

 そのあと、でき上がったエコバッグを片手に記

念撮影をして解散となった。 

取材・文 河野順子 

10名からはじめて現在会員は50名。（うち男子

4名）毎年麻生区の小学校を主体にチラシを

配って募集し、月2回土曜の午後に新七福寺町

内会館で練習している（会費無料）。設立以来、

6月の麻生音楽祭にも参加してきた。 

 一番の悩みは50名の奏者と聴衆が入れる発

表会場の確保。また尺八との合奏は良く知られ

ているが、ほかの楽器とは音域や音程が異なり

合奏が難しいため、コラボが体験できないこと。 

 代表者の谷口さんは、「子どもの頃から箏に親

しむことが、大人になってから趣味の芸ごとにつ

ながり、ひいては日本の伝統文化の活性化につ

ながることになってくれればと思っています。思

いは‘芸ごとつながること’です。」と熱く語った 

     取材・文 中島久幸 

箏
こと

の演奏 

 同会の観客は子ども、高齢者、障がい者などと

幅が広い。演目も多岐にわたるため月1度の勉

強会では客層に合わせた演目を選ぶため熱の

入った意見交換がされるという。 

 アンサンブルすみれは、昭和音楽大学生涯学

習センターで「響きあう語りと音楽」を学んだメン

バー10名によって結成。「学んだことの社会還

元」をモットーに地域の福祉施設での朗読コン

サートなど積極的に活動の場を広げている。 

 「依頼があればどんなイベントにも喜んで出演し

ます。気軽に声をかけてください」副会長の 古谷

美弥子さんの言葉である。 

 取材・文 竹市八郎 

 「ビバ！かがやく子どもたち」のオープニングは

2009年3月に誕生した「アンサンブルすみれ」。

観客を交えての軽いストレッチ体操を行ったあ

と、ピアノ演奏や独唱、朗読と続き音楽物語『き

りかぶの赤ちゃん』（まどみちを作）が演じられた。 

 床に寝そべりながら目を輝かせて聴き入る幼

児の様が印象に残る。この物語は「歌とピアノ、

朗読が一つになって自然の力の素晴らしさを表

現したもの」と会長の大友美智子さん、「子どもら

の素朴な心情や感性に響くように、言葉と声の

あたたかさと音楽との調和に心しています」と説

明をしてくれた。 

 「ビバ！かがやく子どもたち」1日目の最後は、

白い木綿の素材に絵を描くエコバッグづくり。こ

の事業は、前年度麻生区内の7つの保育園で

すでに実施済みで、神奈川新聞・東京新聞・マ

イタウン21などでも取り上げられ、学生たちの自

信になった。 

 今回は、子どもたちがこのプログラムに大勢あ

つまったので、予想以上にもりあがった。 

 布に特殊なクレヨンで絵を描いたり、手形を押

したり… 描き終わった子どもたちから、色止め

 美しいきものを着た子どもたちの演奏で、午後

のひととき、会場はみやびな雰意気に包まれ

た。参加者23名は交代で10面の箏に向かい、

「さくら」「チューリップ」「荒城の月」など6曲を演

奏し、聴衆の喝采を受けた。なかには我が子を

ビデオカメラで撮る親御さんの姿も見られた。演

奏のあと、箏（こと）を体験するコーナーがあり、

日頃手にする機会のない聴衆も、演奏した子ど

もたちから爪のはめ方、糸の弾き方など丁寧な

指導を受け、はじめて箏に触れ、「チューリップ」

を弾き体験した。 

 本団体は2004年1月に設立。日本の伝統文

化を活性化する文化庁の委託事業に参加。年

間最終目的として成果発表を開催（1月予定）。

観客も一緒になって手遊び歌を楽しんだ 
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団体名 アンサンブルすみれ 

代表者 大友美智子 

連絡先 Tel.044-951-8492 

団体名 グループ奏（かなで） 

代表者 谷口恵美子 

連絡先 Tel.044-988-1320 

♪会場は箏の音色であふれた♪ 
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団体名 専修大学商学部前川ゼミ 

代表者 前川明彦 

連絡先 Tel.044－911-1255（代表） 

e-mail maekawa@isc.senshu‐u.ac.jp 

4月18・19日に開催された「ビバ！かがやく子どもたち」に参加した市民団体の活躍＆活動をレポートします 



団体名 日本舞踊わらべ会 

代表者 藤間勘丂孝 

連絡先  Tel 044-954-3066 

かわいい子どもたちが日本舞踊を披露 

六本木から通ってこられる65歳の方もいる。老

若男女が、お互いに声を出し合い、汗をかき、元

気をもらっている。 

 「子どもたちが古武道を通じて礼儀、忍耐、リー

ダーシップなどを身につけ成長する姿を見守れ

ることが嬉しい」と柴田さんは語る。 

 もっと普及をはかりたいのだが、練習場がとりに

くい、サポートする指導者が尐ないなど課題があ

る。現役で仕事をこなしながら、長い目で地域の

ために活動を続ける動きは貴重だ。 

         取材・文 植木昌昭 

子どもたちからエネルギーをもらって 

楽芸能友の会」会長として、舞踊、琴、三味線な

ど日本伝統芸能の普及に努めており、麻生市民

館で無料講習を実施、南百合ヶ丘小での体験

学習も12年間、続けられている。 

  「ただ、上手に踊るだけでなく、踊りをとおして

挨拶や行儀を教えています。季節には庭の花々

に触れさせ、自然を愛でるやさしい心を育むよう

にしています。きものを着るだけで気分が変わる

し、日本人としての自覚が育ちます。ゆかたで踊

れる気安さで踊りを楽しんでほしい」と話す笑顔

に、舞踊への熱い思いを感じた。 

 6月からはじまった麻生市民館での小学生対

象の「童謡舞踊を楽しむ会」は7月にも3回実施。

ここでも舞踊と礼儀を教える（無料） 

取材・文  石崎純也 

  「ビバ！ かがやく子どもたち」の2日目。 

 きものを着た子どもたちが登場した。端唄が流

れ「梅にも春の～色を添えて～」踊りがはじまっ

た。演目は初春の梅の美しさを描く『梅にも春』で

ある。扇子をかざして、尐しすまして踊る姿に、大

勢の観客から「ほんとに、かわいわね」の声。小学

3年生から6年の子どもが5つの演目を披露した。   

舞踊家 藤間勘丂孝さんが主宰する「日本舞踊

わらべ会」の出演である。子どもを対象に20年前

に発足した。勘丂孝さんの稽古場では「日本舞踊

わらべ会」7人、日本舞踊の「藤の実会」20人の

お弟子さんが稽古をしている。 

 勘丂孝さんは海外生活の経験を生かし、国際

交流活動を36年続けてこられた。麻生区でも「邦

 「イチ，ニ，サン」道着をきた子どもたちの元気

な声が、やまゆりのサロンに響く。琉球古武道の

演武がはじまった。有段者の女の子が大人たち

に号令をかける姿が微笑ましい。 

 代表の柴田賢次さんが、7歳の娘さんに「セー

ラムーンみたいにできるの」といわれ、自宅で指

導をはじめてから15年、いまでは口コミで40名を

超える人たちが毎週日曜日に活動している。お

もな練習場は麻生小学校の体育館だ。子どもに

つられて参加したお父さん、お母さん、なかには

♪～絵日傘くるくる とおりゃんせ～♪ 

練習の成果をみせる女の子 
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団体名 琉球古武道研究会 

代表者 柴田賢次 

連絡先 Tel.044-954-6521 

歌声つないで来年、４０周年 
い声を出し、今日もよかったと思い、家に帰る」。こ

の繰り返しが、子どもたちに豊かな情操と個性を

養う合唱団の魅力をつないでいる。そして、小学

校１年生から高校３年生40人にハレの演奏会が

また、やってくる。 

 もとより合唱団の光背には両親がいる。1970年

の発足時から合唱団を支える全員スタッフの気持

ちをお母さんたちは、誇りにしてきた。合唱団はプ

ロも認める本格派。音楽家や振り付けの先生の後

押しから歌声は国境を越える機会も多くなってき

た。地域に根ざし、来年合唱団は創立40周年を

迎える。随時団員を募集。見学歓迎という。 

取材・文  池山幹夫 

 子どもたちの歌声を言葉で表すのは難しい。 

 練習風景。山田榮子先生の電子ピアノがスタ

ジオに響く。アヴェ・マリアの歌声。 

 山田先生「サッコちゃん、声でないの！（全員

笑）。♪・・ここは一息入れて（やさしく、ゆっくり）は

い、どうぞ・・弱すぎる！・・いくよ！・・マリアを讃え

て！・・♪♪」 大変なエネルギーと集中力であ

る。先生も団員も。一人の声が全員の声になる

合唱団の大切な時間。歌声を確かめておよそ一

時間。山田先生はフッ、と出る力強い声に耳を

傾け子どもたちをほめる。 

 「歌が好きな成長期の子どもたちは、精一杯い

団体名 ゆりがおか児童合唱団 

代表者 山田榮子 

連絡先 Tel.090-4247-7281 

      （事務局 加瀬奈保美）  

歌
い
た
い
子
ど
も
の

心
を
大
切
に 



心が洗われた音色と響き 

クラシック音楽を身近に 
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書くことが好きな方、 

あなたには地域の人たちを 

元気にするチカラがあります！ 
 

 平成20年度の麻生区協働事業として平成20年10月に

行われた記者養成講座を受講した８名が、区民記者とし

て取材・執筆活動をしています。 

  

★平成21年度「区民記者養成講座」

は10月11日(日)・17日(土)実施予定。 

 

http://www.asao-ku.net 

Tel.044-951-6321 

Fax.044-951-6467 

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

団体名 あさおみどりのコンサート実行委員会 

代表者 向山美智子 

連絡先 Tel&Fax 044-955-0206 

    e-mail tachibana-asao@hotmail.co.jp 

丈夫な体と強い意志で頑張りぬく 
 日本大学稲城グランドでの練習は、入念な準

備体操後、各学年に分かれての練習となった。

6年生グループのコーチの厳しい叱咤と激励の

声が聞こえる「ワシより大きなお前がなぜワシを

倒せない、ワシを倒してみろ！」。相撲をしている

園児のグループでは「頑張れ、押せ、引くな！」

コーチや仲間たち、お母さんたちの大声だ。 

 恵まれた練習環境のなか、このスクールは選

手・保護者・コーチが一体となって運営されてい

る。夏合宿を経て秋から冬にかけてよりたくましく

育った子どもたちを見ることができるだろう。 

 

          取材・文 高頭形而 

 スクールのコーチ４名、小学校低学年の選

手5名が参加し、会場の子どもたちも一緒に

なっての楽しく、賑やかな時間となった。コンタ

クトバックに低く・強く当たり、激しく押すなどいく

つかの模範演技が披露されたが、得意げにの

びのびと演じていた。ラグビーボールによるいく

つかのボールゲームには会場の子どもたちも

積極的に参加した。 

 スクールは、今年30周年を迎える。スローガ

ンは‚次代を背負う若者づくり‛である。わずか

3名の生徒と4人のコーチで産声をあげたが、

現時点で生徒数約120名、コーチ約80名の

大所帯である。 

団体名 麻生ラグビースクール 

代表者（校長）  三浦幸宏 

連絡先 Tel.090-9833-4619（広報担当 赤池康彦） 

e-mail   y_akaike@nifty.com 

URL   http://www4.ocn.ne.jp/~asaors 
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NPO法人あさお市民活動サポートセンター 

麻生市民交流館やまゆり 

 「クラシックと聞いただけで、敬遠していませ

んか？ 演奏を聴けば、きっとぐっと身近になり

ますよ！」と呼びかけたコンサートだった。2日

目、最後のプログラムであったこともあり、観客

が尐なく、雑音も多くあまり良い演奏環境とは

いえないなかでの真摯で質の高い演奏とトーク

だった。ピアノとバイオリンによる「愛の挨拶（エ

ルガー）」などいくつかの名曲小品の演奏後、

モーツアルトの「ピアノとバイオリンのためのソナ

タ K.301」が演奏された。美しく優雅な、ときに

は重厚な音の響きがやまゆりの空間を満たし

た。 

 実行委員会は､麻生区で長年バイオリニスト

を育ててきた故藤家櫻子さんの門下生が中

心となり2007年1月に設立。同年4月地元音

楽家有志で第１回コンサートを開催。その

後、「親子で楽しむ」あるいは「ファミリー」コン

サートを地域住民の支援を受けて通算５回

開催してきた。 

 2009年は7月4日にモーニングコンサート、

9月12日は管楽器コンサート、12月26日はク

リスマスコンサートの開催を予定している。 

 いかにして、実行委員会の活動を知っても

らい、より多くの地域住民に参加してもらうか

が今後の課題とのことである。 

取材・文 高頭形而 

Access 小田急線「新百合ヶ丘駅」南口から徒歩4分 


