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はじめに

2017年 6月、文化芸術振興基本法が改正され、文化芸術基本法に名称変更された。その
背景には、文化芸術については「振興」にとどまらず、まちづくり，国際交流，福祉など

関連分野における施策をこの法の範囲に取り込み、文化芸術により生み出される様々な価

値を文化芸術の継承，発展及び創造に「活用」していきたいという意図がある。

長久手市文化の家（以下、文化の家）は市直轄の、長久手市における文化芸術活動の要

となる機関である。今後の事業運営においては文化の家に留まらず、市が行うまちづくり

や福祉などと協同し、それらの領域において文化芸術の価値を「活用」していくことが求

められる。とはいえ、文化の家はこれまでも柔軟な発想のもと、地元の多くのアーティス

ト等を巻き込み、市民に支持される企画を行ってきた。その潜在的な力量の高さを活かし

つつ、この文化の家だからこそできる、文化芸術の「活用」とはいったい何かを追求して

いきたい。

このような背景のもと、文化の家では 2018年度後半から、医療・福祉の領域において音
楽による文化芸術活動を開始することとなった。本報告書では 2019年度末までの 1年半に
行った活動の概要を記すとともに、実施した諸活動について、どのような効果が生じたの

かについて検証を試みる。
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第１章 長久手市文化の家がめざす「地域共生」と「文化力の活用」とは

文化の家の事業の拠りどころとなるものとして、市の文化政策の指針を示した長久手市

文化芸術マスタープランがある。ここでは文化の家が医療・福祉事業を行うにおいて、留

意すべき点について、マスタープランから抜粋する。

9頁 2章 文化芸術環境の現状

●市が取り組むべきこと（長久手市「市民アンケート」2017）
教育・福祉・都市計画など様々なところで文化芸術が活用される 23.9％

マスタープランでは、福祉関連の施策について以下のように記述されている。

26・29項 ４章 取り組み

１ 施策 アートのまち創造事業（主な事業 福祉・コミュニティ活用事業）

アートを福祉やコミュニティ分野等に活用するため、ノウハウの 蓄積、担い手の育成な

ど基盤づくりに取り組みます。

35項
２ 重点施策 重点４ アートが結ぶにぎわい・絆づくり

社会包摂（ソーシャル・インクルージョン）を目指した福祉分野での活用につい ては、オ

リンピック・パラリンピックの機運醸成プログラムへの参加、コミュニケーションや自己

肯定感に課題を抱える青少年への支援などに向けて、社会資源の充 実に向けたアートによ

る支援方策を先行して研究・実施します。

37頁
３ 文化力の活用方針 文化・健康

年齢や障害の有無にかかわらず文化活動をしやすい環境づくりに取り組むとともに、社

会包摂（ソーシャル・インクルージョン）等の視点から困難を有する市民への支援に文化

芸術を活用します。

【文化の家の取組例】

高齢者や障がい者等の文化活動支援や社会包摂の研究

困難を抱えた人を対象に、自己肯定感や絆を生み出すワークショップ

関係団体や大学等と連携した健康講座・イベントの開催
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今まで文化の家が行ってきた文化芸術活動のうち、「社会包摂（ソーシャル・インクルー

ジョン）等の視点から困難を有する市民への支援に文化芸術を活用」に最も関連する事業

は音楽アウトリーチであろう。この事業は、市民が質の高い音楽に触れ、親しむ機会を提

供するものであり、マスタープランの目標①気軽にアート、どこでもアートに沿ったもの

である。なかでも 2005年に始まった教育機関を中心に行われる「であーと」は、子どもた
ちへのアウトリーチで、②子どもの眼が輝くアートとの出会い ③長久手クオリティの創

出 の点において特筆すべき活動であると言える。

今後はこれまで「であーと」などで培ってきた実績をもとに、さらに社会的包摂の視点

から困難を要する市民に向け、文化芸術の「活用」のあり方を模索し、具体的な事業を実

施することが求められている。

１．社会福祉の視点からみた文化芸術の「活用」とは？

社会福祉の視点で言えば、社会問題の克服・解決に文化芸術が活用されることである。

社会福祉が支援の対象とする人々は、貧困や病気、障害があり外出の機会が得られにく

いなど、質の高い文化芸術に触れる機会がない、あるいは限られている人が少なくない。

文化の家は、そのような人々が質の高い文化芸術に触れ、関心を高め豊かな気持ちを感じ

得る場を創造することができる。たとえば音楽は、人の感情に直接働きかけ、心を揺さぶ

ることができる。気持ちの沈んでいた人が音楽を聴いて柔らかな表情になったり、昔の思

い出がよみがえり生きる希望を見出したりするのだ。

このような可能性に注目し、文化の家が質の高い音楽に触れる場を創造することにより、

社会福祉が支援の対象とする人々の自発性の回復、生きがいづくり、自己肯定感の向上、

社会ネットワークの拡大、孤立の解消などにつなげていけるのではないだろうか。

２．福祉領域における音楽アウトリーチの可能性 （2018 年度後半の模索）

2018年度は、次年度以降の福祉事業の本学的な展開に向けた試行期間と位置づけ、いく
つかの医療・福祉施設で音楽アウトリーチ（ふくしであーと）を行った。その際には、文

化芸術基本法の理念に鑑み、以下 3点の実現を目標に置いた。

目標１ 社会的包摂

呼びかけて待っているだけではまず来ない、音楽に触れる機会のない人たちが、質の高

い音楽を楽しめる機会を創り出す。

目標２ 自発性の回復、生きがいづくり

医療・社会福祉関係の施設で暮らし、毎日の生活が受け身の人たちが、自らおもしろい、

楽しめると思える場を見出し、参加し、関われる機会を創り出す。
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目標３ 自己肯定感のＵＰ、絆づくり

医療・社会福祉関係の施設で暮らす者の背景や希望に注目し、彼らが喜びと幸せを感じ

られる機会を創り出す。

対象は、①福祉施設に入居している人々やそのご家族（たいようの杜、（株）ほほえみ、

くらし応援ネットワーク）、②緩和ケア病棟（南生協病院）の患者、③犯罪被害者遺族（犯

罪被害者遺族の会 緒あしす）、④介護家族（日本ケアラー連盟）とした。なお、これら施

設や団体に対しては、日本福祉大学社会福祉学部教員の湯原悦子（長久手市在住。以下、

湯原）が仲介役となり、紹介と調整を行った。

ふくしであーとの方法として、複数の対象者に向けて行う全体演奏と、全体演奏＋個人

を対象にした演奏の２つのパターンを用意した。なお、全体演奏の際には関心ある人が自

ら足を止め、あるいは足を運び、楽しめる場（演奏会）の創造をめざし、「希望する・しな

いに関わらず全員を集めての演奏」は極力行わないよう配慮をお願いした。実際の演奏は

文化の家創造スタッフ（文化の家が専属契約を結ぶ若手アーティスト育成制度）の一人で

ある石川貴憲とピアノ奏者の 2名が務めた。
結果、たいようの杜においては全体演奏（30分程度）と利用者の個別リクエストに応じ

た演奏、その他の施設等では全体演奏（30分）を行うことができた。犯罪被害者遺族の会、
介護家族の会などでは音楽により、会場の重苦しい雰囲気が一変して参加者の笑顔が引き

出された、その他の福祉施設でも演奏を楽しんだクラシック好きの方が奏者に感想を述べ

会話を楽しむ、演奏前はほとんど反応を示さなかった方が演奏を聴いて涙を流し奏者にお

礼を述べるなどの姿が確認できた。

このふくしであーとは試行的なものであり、今後の実施可能性を検討するために、協力

してくれた全ての担当職員に対し、この先もふくしであーとを継続したいかどうか尋ねた。

すると、すべての福祉施設がふくしであーとの受け入れに協力的で、次年度以降も継続し

たいという希望を述べた。また、場をセッティングしてくれた担当職員への実施後インタ

ビューでは、「支援者として利用者が楽しめる機会を作りたい」「プロの生演奏なんて、そ

うそう聴けるものではない。皆にとって貴重な機会であった」「よい音楽を聴いた後は利用

者の気持ちがおだやかになる。支援者にとってはケアがしやすくなる」「利用者同士の共通

の会話ができる。演奏の翌日にも話題に上っていた」「地域の皆さんを招待し、施設を知っ

てもらうきっかけづくりができた」などの感想が聞かれた。また、費用がかからないこと

がうれしいという率直な意見も述べられた。

その他、高齢者向けのグループホーム等を運営する（株）ほほえみでは、全体演奏実施

後、担当職員が施設利用者やご家族に対し、奏者のリサイタル情報を周知するという動き

が見られた。それは「利用者同士やご家族が誘い合って演奏会に出掛けるという動きを作

りたい」という意図であり、ふくしであーとをきっかけに利用者の自発性に働きかけ、自

らの施設が行うケアの質を高めていこうとする姿勢がうかがえた。
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これらはとても注目すべき結果である。今後は対象をより精査し、施設の特徴やニーズ

を踏まえつつ、いかなる施設で、どのような達成目標を掲げてふくしであーとを実施して

いくのかについて検討をしていく必要がある。

なお、医療・福祉施設は大きく分けて次の２つのタイプがあることが分かった。それぞ

れの特徴を把握し、より「文化芸術の活用」「社会問題の解決」の視点から、効果的な実践

をめざしていくことが求められる。

タイプ１

社会福祉法人が母体。これら施設の入居者は、地域とのつながりは薄く、施設のなかで生

活が完結している。施設自体が田舎にあるため、周囲の地域住民との軋轢を考える必要は

さほどない。アウトリーチ対象は「入居者」で、ずっと施設に住み続けている。誰かの支

援がないと外出することが難しく、アウトリーチの必要性は高い。

タイプ２

ＮＰＯ，株式会社が母体。施設がまちなかにあり、地域とのよい関係づくりを強く意識し

ており、地域にとって必要なサービスを提供したい、というミッションがある。アウトリ

ーチ対象はデイサービスやショートステイ利用者で、彼らは基本的に通所で、地域に生活

の基盤がある。自らの望むタイミングで自由に外出することに大きな困難はなく、アクセ

スという点においてはアウトリーチの必要性は低い。

なお、ふくしであーとの試行的な実践はほぼ、湯原の個人的な伝手を通してのものであ

ったが、長久手市内の施設である「たいようの杜」については、ボランティア窓口を通し

て正式に依頼をすることで実施が可能になった。また、担当者には目的を理解したうえで

場の設定を行っていただくことができた。この状況からは、伝手がなくてもふくしであー

との意義と目的をきちんと伝え、担当者とのコミュケーションを積み重ねることにより、

社会福祉領域でのふくしであーと実施が可能になることがうかがえた。

３．文化の家が仕掛ける「文化芸術の活用」とは

文化芸術の「活用」の場の一つであるまちづくりにおいて、「日本一の福祉のまち」をマ

人生 100年の時代を迎え、私たちは人生 60年で設計されたこれまでの効率や能力を求める忙
しい生き方から、定年後には家庭や地域で 30年、40年もの時間を過ごす生き方へと大きく転換
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する必要があります。多くの人の生き方が変われば、ゆったりとしたおおらかな空気が流れる素

晴らしい社会になるはずです。おおらかな空気のなか、互いに声をかけあい、「さみしい」と思

いながら暮らす人が、少しでも減っていくと信じています。（H30.2.13如是我聞より）

今、長久手市には１万人近くの高齢者が生活していて、その中には、元公務員はもちろん、

大手企業に勤めた人、保育士、歌が歌える人、パソコンに詳しい人など様々な能力を持った人が

います。そして健康で元気で時間もある人がたくさんいます。それならば、そんな何でもできる

人たちに仕事を一部移していきましょう…市役所が何もかもやっていく時代は終わったのです。

建物を建てるにしても、ルールを決めるにしても、市民と一緒に考え行動してください。時代は

変わったのです。これまでは受け入れられなかった考え方も、今は何か変えなければいけなくな

りました。全員に役割が必要な時代になってきているのです。（H30.7.25 如是我聞より）

ここからは「さみしい」と思いながら暮らす人、役割がない（たつせがない）人をつく

が伝わってくる。文化の家は、このメッセージをどのように受け止め、地域共生社会づく

りに参画していけばよいのだろうか。

長久手市文化芸術マスタープラン（資料編 51頁）には次のような記載がある。
（文化力の活用）

⑥…福祉的な側面の拡大を企画してはどうだろうか。すなわち、初老の人達へ哲学的な学

びの場、コミュニティに貢献と幸せの絆の関係を分かってもらうこと。

③退職を迎えた初老の人達は、コミュニティデビューに苦しんでいる。コミュニティへの

参加のプロセスを学ぶ・教えるシステムが必要である。

ここには退職を迎えた高齢者の居場所について言及されている。たとえば企業等に長年

勤め、地域とのつながりの薄い男性は、いざ退職すると地域との関わりが薄かった分、地

域に居場所を見出すことが難しい。団塊の世代が大量に高齢期に差し掛かった今、社会福

祉の領域では、退職を迎えた男性が社会的な孤立に陥らないよう、何らかの仕組みづくり

を行うことが求められている。

この点から言えば、文化の家が行う音楽系の企画には、「退職を迎えた初老の人達」が大

勢参加している。午後の佇みやガレリアコンサートを聴きに来る主な層は、60～70代くら
いである。彼らは一人または夫婦で参加、音楽に耳を傾け、楽しみ、帰っていく。彼らに

対し、地域共生社会づくりという視点から何か働きかけることはできないだろうか。音楽

好きの彼らの地域デビューや地域貢献活動に一役買うことはできないだろうか。音楽を通

じて高齢期の人達がつながりあい、音楽を用いた絆づくりや生きがいの創造に取り組む、

そんなきっかけづくりはできないだろうか。
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このような背景に基づき、2019年度のふくし事業の内容について、スタッフ間で検討を
行った。そして、次の２つの企画の提案がなされた。音楽をやりたい、地域で音楽を通じ

た社会貢献をしていきたいと思う50～60代を対象にした①音楽教養講座 ②プレイヤー養

成 である。

第１段階：企画提案 ～ マーケットリサーチ

これまで文化の家が行う音楽企画への参加状況をみると、音楽教養を高めたい、講座を

受けて深い知識を得たいというニーズは高いと思われる。①音楽教養講座を設け、彼らが

喜んで通いたいと思う講座を提案し、社会的孤立の防止やいきがいづくり、自己肯定感の

向上などの効果につなげていく。②プレイヤー養成は、自分も演奏してみたい、という意

向のある人を対象とする。週 1回、楽器を吹きに集える場を設ける。参加者同士で交流が
でき、一緒に上手くなっていく感覚を味わえ、自己肯定感の向上や仲間づくりにおいて効

果が出ることが想定される。

これらの企画のうち、特に②プレイヤー養成企画は、参加者の主体的な参加と継続が前

提であるため、そもそもニーズがどの程度あるのかを確認することが必要である。

そこで文化の家では将来のプレイヤー養成企画の実施を想定し、2018年 11月 15日に実
施された企画「ジャズとクラシックの交差点」において「サックスに関するアンケート」

を実施した。楽器をサックスに特定したのは、2019年以降、福祉事業に特化するアーティ
スト（フランチャイズ・アーティスト）として、当時創造スタッフ、サクソフォン奏者の

石川貴憲が想定されていたからである。

アンケートの回答者 96名中、サックスを演奏してみたいかどうかについては、「はい」「す
でにしている」が 29名（30.2％）であった。このうち、No.45 名古屋市の方は（演奏し

てみたい）（楽器がない、習う人がいない、披露する機会がない）（これらが解決したらサ

ックスを習ってみたい）、No.62 長久手市の方は（演奏してみたい）（習う人がいない）（こ
れらが解決したらサックスを習ってみたい）、No.63 名古屋市の方は（演奏してみたい）（楽

器がない、お金がない、習う人がいない）（習ってみたいかはどちらとも言えない）、No.76
みよし市の方は（演奏してみたい）（お金がない）（（これらが解決したらサックスを習って

みたい）と回答していた。

サックスを演奏するにあたっての課題で最も多かった回答は楽器がない、続いて時間が

ない であるが、習う人がいないという回答も回答者の 21.3%を占めていた。



8

サックスを習ってみたい、と答えた人は 96名中 19人（19.8％）であった。ここからは、
文化の家がサックス講座を開いた場合、一定のニーズがあることが確認できた。

第２段階 効果に関する仮説の検討

事業を実施した後、効果測定を行い、どのような成果を出せたのか、いかなる課題があ

ったのかを確認することは重要である。実施後の評価に向け、ここでは２つの企画を実施

することにより、どのような効果が期待できるのかについて仮説を立てておく。

＜音楽教養講座＞

先行研究では、趣味活動に定期的に参加することは、介護予防の点から効果があること

が示されている。一般的に行政が高齢者向けに行う企画は、体操教室やサロンなど健康に

関する内容が多いが、音楽に関する講座はそのような企画に関心が薄い層の興味関心をひ

くことができる。定期的に音楽に関する講座に足を運ぶことにより、視野が広がったり、

日々の生活に楽しみを見出し、文化の家が行う音楽行事や地域でのコンサートに足を運ん

だりするなどの変化を生み出せるのではないか。

＜プレイヤー養成＞

地域での居場所づくりを想定すれば、育った環境も違う、異なるところに生きている人

たちが一つのことに一緒に取り組む、そのこと自体に意義がある。仲間を得て社会的ネッ

トワークが豊かになる、あるいは楽器の上達により自己肯定感があがるなどの効果が想定

される。また、講座終了後は演奏仲間で地域において活動するグループを立ち上げる、文

化の家の〝ゆるやかな企画＆広報集団″に加わり主催者側に回るなど、参加者の主体的な

動きを引き出せる可能性がある。

人数 人数％ 応答数 応答％

$Q4 サックスを演奏するにあ

たっての課題

楽器がない 30 49.2% 30 28.8%

お金がない 12 19.7% 12 11.5%

時間がない 16 26.2% 16 15.4%

習う人がいない 13 21.3% 13 12.5%

披露する機会がない 7 11.5% 7 6.7%

関心がない 1 1.6% 1 1.0%

その他 25 41.0% 25 24.0%

合計 61 104
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第２章 2019 年度 福祉事業の実際

2018年度の試行を受け、2019年度は医療・福祉領域における「ふくしであーと」の深化、
音楽をやりたい、地域で音楽を通じた社会貢献をしていきたいと思う 50～60代を対象にし
た音楽教養講座（初クラ講座）、プレイヤー養成（男のサックスカフェ）を行うこととした。

また、新たにフランチャイズ・アーティスト制度（福祉領域に特化した活動）を設置し、

4年間創造スタッフを務めたサクソフォン奏者の石川貴憲が就任した。

１．ふくしであーと

(1)活動の概要
アウトリーチ活動の特性を活かし、質の高い音楽を聴きたいと望んでも機会が得られに

くい人たちが生活する福祉の現場に、フランチャイズ・アーティストを派遣し演奏活動を

行った。

達成目標は 2018年度に設定した次の３つである。①社会的包摂（呼びかけて待っている
だけではまず来ない、音楽に触れる機会のない人たちが、質の高い音楽を楽しめる機会を

創り出す）、②自発性の回復、生きがいづくり（社会福祉関係の施設で暮らし、毎日の生活

が受け身の人たちが、自らおもしろい、楽しめると思える場を見出し、参加し、関われる

機会を創り出す）③自己肯定感のＵＰ、絆づくり（福祉施設においてアーティストが利用

者の要望に応える機会を設け、リクエストをした人が喜びと幸せを感じられる機会を創り

出す）。

これらの目標と昨年度の試行、そして長久手市の事業であることを鑑み、ふくしであー

との対象を「たいようの杜」（高齢領域）、「百千鳥」「夢の家」（障害領域）、「愛知小児保健

医療総合センター」（子ども領域）、「南生協病院・緩和ケア病棟」（医療領域）とした。

なお、これらの施設を対象に選んだ理由は次の通りである。「たいようの杜」「百千鳥」

は長久手市内の法人で、高齢、障害領域の支援を幅広く行っている。地元の施設であり、

誰もが質の高い文化芸術にアクセスできるというまちづくりの観点から実践先として選択

した。「夢の家」は春日井にあり、主に身体に障害のある方が多数入所している施設である。

この施設の入居者も質の高い文化芸術に自由にアクセスすることが難しいため、アウトリ

ーチをする意義があると考えた。「あいち小児保健医療総合センター」は大府にあり、治療

が困難な疾患や難病、虐待の後遺症などを抱えた子どもたちが全国各地から集まり、入院

生活を送っている施設である。闘病中であっても質の音楽に触れることは彼らの QOLの向
上に役立つと考え、実践先に選んだ。最後に、「南生協病院・緩和ケア病棟」は、入院され

ている方やご家族が楽しめる企画を広く受け入れている。一期一会の音楽ではあるが、そ

こから喜びや安らぎを見出してくれるのであれば、アウトリーチをする意義があると考え

た。

百千鳥、夢の家、南生協病院は日本福祉大学教員の湯原が連絡と調整を行い、ふくしで
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あーとの実施を打診した。あいち小児保健医療総合センターは湯原がボランティア窓口に

依頼をかけ文化の家スタッフとフランチャイズ・アーティストが挨拶に伺ったことにより、

企画の実施が可能になった。

(2) 活動実績
2019年度は、20箇所に 25回実施した。網掛けした回が福祉の価値観のもと内容を検討

して実施した「ふくしであーと」であり、その他の回は先方から文化の家への直接依頼、

あるいは行政連携の一環として行われた「依頼演奏 in 医療・福祉領域」である。

令和元年度ふくしであーと 実施一覧

No. 日程 場所 対象 参加者数 共演 内容

1 4月
30日

たいようの杜

ぼちぼち長屋

高齢者 8名 菅原拓馬 ロビーでの全体演

奏

2 5月
21日

夢の家 障がい者

（身体）

全体：30名
個別：15名

倉橋祐佳里 ロビーでの全体演

奏、個別訪問（事前

リクエスト）

3 5月
30日

百千鳥（文化の家

風のホール）

障がい者

（知的）

50名 了徳寺佳祐 ホールでの演奏

4 6月
25日

若草シニアの会 高齢者 23名 丸尾祐嗣 全体演奏

5 7月
21日

たいようの杜

ケアハウス

高齢者 32名 匂坂実佳 全体演奏

6 8月
4日

緒あしす

いのちかなでる

（文化の家 風の

ホール）

犯罪被害者 70名 丸尾祐嗣 ホールでの演奏

7 9月
17日

いきいきライフ

パーティー

高齢者 52名 菅原拓馬 体操＋演奏

8 9月
18日

オレンジ

クーテ・カフェ

（愛知医大

1階ロビー）

認知症

介護者

52名 丸尾祐嗣、

鈴木豊大

全体演奏

9 9月
29日

夢の家 障がい者

（身体）

全体：80名
個別：13名

倉橋祐佳里 ロビーでの全体演

奏、個別訪問（事前

リクエスト）
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(3)結果と考察
① 依頼演奏 in 医療福祉領域
はじめに、従来から文化の家が行ってきた「であーと」を医療・福祉領域で行う「依頼

演奏 in 医療・福祉領域」について検討する。これらは市役所長寿課や社会福祉協議会な
ど行政連携の一環であり、医療福祉領域の多くの人々に対し、行政が意図する目的を達成

する一助として文化の家が行う音楽活動が求められるという性格のものである。

10 10月
4日

南生協病院 終末期

患者

18名 家田侑佳 談話室での演奏

11 10月
18日

サロン暖々 多世代 18名 丸尾祐嗣 全体演奏

12 11月
2日

オ レ ン ジ ク ー

テ・カフェ

（愛知医大 立石

プラザ）

認知症

介護者

一部：48名
二部：31名

匂坂実佳 全体演奏

13 11月
17日

たいようの杜

デイサービス

センター 平庵

高齢者 15名 家田侑佳 全体演奏

（2曲リクエスト）

14 11月
19日

いきいきライフ

パーティー

（文化の家 森の

ホール）

高齢者 49名 菅原拓馬 体操＋演奏

15 11月
19日

ごちゃまぜサロ

ン（百千鳥）

福祉事業所

関係者

40名 丸尾祐嗣 全体演奏

16 12月
6日

南生協病院 終末期患者 8名 家田侑佳 全体演奏

17 12月
12日

オレンジ

クーテ・カフェ

（愛知医大

1階ロビー）

認知症介護

者

28名 丸尾祐嗣、

鈴木豊大

全体演奏

18 12月
14日

あいち小児

保健医療総合

センター

難病小児 15名 倉橋祐佳里 全体演奏

19 2月
7日

南生協病院 終末期

患者

10名 家田侑佳 全体演奏
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・オレンジクーテ・カフェ

愛知医科大学については、市役所長寿課が進めている若年性認知症に関するモデル事業

「愛知県認知症に理解の深いまちづくりモデル事業」の一環として行っている「オレンジ

クーテ・カフェ」の連携として、愛知医大のロビーを会場に行った。このカフェでは、認

知症当事者と家族、福祉関係者、一般の方々を対象に、当事者や家族の現場の話とともに、

気軽に参加できるきっかけづくりとして生演奏のコンサートを 30分程度の全体演奏を行っ
た。このカフェの目的である、認知症当事者や家族と地域のつながりづくりや認知症につ

いての知識の共有する点で、多くの方々に参加するきっかけを与え、参加者には打ち解け

る雰囲気づくりや交流を促した。

・いきいきライフパーティー

市内のサロン活動については、社会福祉協議会と連携して、市内にある 60程度のサロン
活動の中で、高齢者や多世代交流を目的としたサロンで演奏を行った。健康づくりのため

の体操を行う「いきいきライフパーティー」では、長久手応援ソングの「harmony town な
がくて」に付けられた体操を生演奏で行い、併せてコンサートを行う形が好評を得て毎回

50名ほど参加した。

・サロン活動

そのほかのサロンは、集会所や個人宅などが会場となり、いずれも 20名程度の小さな規
模であったが、普段より多くの参加者を集めたいとのことで、地域のコミュニティのもっ

とも細部に入り込んで交流を促した。

② ふくしであーと

福祉の重要な価値観である人権の尊重、QOLの向上、福祉現場の改革などを目標に、音
楽の力を「活用」していくという性格のものである。依頼演奏 in 医療・福祉領域と違い、
基本的に相手からの積極的な依頼はない。

「たいようの杜」についてはデイサービスで 4月、7月と 11月に３回、実施した。この
法人はグループホームのほか、特別養護老人ホームやデイサービスなども有しており、今

年度は先方の要望に答え、各施設を転々としながら演奏するという形をとった。しかしこ

の法人で実践を行うことにより、文化の家が何を達成したいのかについての方針があいま

いなため、今後は何を目標にふくしであーとを行うのか、スタッフ間で戦略を持って臨み

たい。可能であれば、2018年度に実施したように「利用者が予定していない出来事にふっ
と心を奪われ、足を止める」場の創造を試みたい。施設では良くも悪くも、日々のスケジ

ュール、アクティビティ、会う人全て、職員が把握している状態である。だからこそ、利
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用者には私たちが日常に体験する偶然の出会いを体験してもらい、「ふっと興味を惹かれた

ものに時間を費やす」という主体的な動きを引き出していきたい。そして「どのような方

から、どのような（思いもよらない）変化を引き出せたか」を問うていきたい。

百千鳥については先方の要望により、11月に法人が主催する会での演奏を行うことがで
きた。その後、精神障害のある方を対象としたふくしであーとの実施提案をいただいた。

貴重で有意義な機会であったが、実施につなげることができなかった。たとえば精神障害

をお持ちの方への音楽であれば、その繊細さをより活かすことができるピアノ演奏など、

その場を柔軟に設定することは可能である。一度、文化の家から初めてのオファーを断っ

ているため、関係作りが困難になっている現状があるが、長久手市内の障害者支援の拠点

であるため、次年度以降も引き続き、実施の機会を探っていきたい。

夢の家については 4月、9月と 2回にわたり訪問をすることができた。1回目の実施後、
企画について担当者と率直な意見交換を行ったため、より施設の実情に合わせた活動を行

うことが可能になった。全体演奏に個別演奏を組み合わせる形で、複数の利用者本人やご

家族、職員からリクエストをいただいた。特に個別リクエストに応じた演奏は好評で、利

用者にとってかけがえのない時間となったことが想定される。次年度は最低 2回、実施を
試みたい。1回目は前回と同じく「職員さんを知る」をテーマに、職員の思い出の曲を含め
た全体演奏＆個別リクエストに応じるという形で行いたい。2回目は春日井にあるホールを
借りてコンサートを実施したい。チラシやポスターを用意し、施設に貼っていただき、入

所者間で話題にし、コンサートに行く楽しみを味わってもらいたいという意図である。こ

れは 2018年度に（株）ほほえみの担当者の意見を参考にした。入居者たちが「共通の話題」
を持てるようにするとともに、演奏を待つだけでなく自ら会場に「でかける」という、よ

り主体的な動きを仕掛けていきたい。

愛知小児保健医療総合センターについては、先方の希望に応じ、12月のクリスマス会に
おいて全体演奏を行うことができた。短い時間ではあったが、子どもたちはコナンの曲に

盛り上がったり、奏者の演奏に合わせて歌ったりするなど、楽しい時間を過ごしていた。

ここの病棟に入るには麻疹、風疹などのワクチン接種が必要となるため、訪問できるアー

ティスト＆スタッフが限られる。事前の打ち合わせを早めに行い、次年度も引き続き、実

施の機会を得られるよう働きかけていきたい。

南生協病院については、緩和ケア病棟に 10月、12月、2月と訪問し、定期的な演奏を行
えるようになった。今後も 2か月に一度、30分の枠で全体演奏を行うという形の実施を続
けていきたい。ここの利用者との出会いはまさしく一期一会である。全体演奏に加え、本

人やボランティア（代弁者）からのリクエスト、演奏後のトークタイムを大事にしていき

たい。コミュニケーション可能で意思疎通ができる方とは普通に会話を楽しみ、可能な限

りその場の個別リクエストに応じ、双方にとって特別で、豊かで、かけがえのない時間を

過ごせるよう心掛けていきたい。
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(4)今後の課題
この先、依頼演奏 in 医療・福祉領域を福祉事業として考えていくのか、それとも文化芸

術の「活用」を目指すふくしであーとをより深化させていくのか、文化の家としての方針

を定めることが必要である。現在は性格の異なる両企画が区別なく実施されており、同次

元での評価を行うことが難しい状況にある。

・依頼演奏 in 医療・福祉領域
行政連携の一環として行うため、依頼先の意図を組んだ企画の実施が第一優先となる。

演奏にあたっては、必ずしも福祉の価値観に基づき何かを仕掛けるわけではないため、奏

者をフランチャイズ・アーティストに限る必要はない。サロン活動での演奏などは歓迎し

てもらえる可能性が高く、場によっては創造スタッフや地元の若手演奏者が本番の経験を

積む機会として臨むのもよいかもしれない。

この依頼演奏 in 医療・福祉領域においては、依頼先の要望をよく把握するとともに、
ふくしであーととのバランスを考えていきたい。ふくしであーとは福祉の価値観に基づき、

福祉領域で文化の「活用」をしていくものであり、より高い専門性の発揮と綿密な企画の

遂行と臨機応変な対応が求められる。一人しかいないフランチャイズ・アーティストが余

裕を失い、ふくしであーとの実施が困難にならないよう配慮していくことが必要である。

・ふくしであーと

今後の課題としてはふくしであーと対象施設との関係作り、マネジメントの充実、フラ

ンチャイズ・アーティストの成長の場としての工夫、スーパービジョンの導入の４つが挙

げられる。

ふくしであーと対象施設との関係作り

この点は、次年度特に力を入れていきたい事項である。そもそも 2018年度、日本福祉大
学の湯原が施設紹介と仲介を行ったのは、文化の家が過去、福祉施設と関係を築こうとし

ても思うようにいかず、困難を感じたからであった。そこで 2018年度以降、湯原の紹介に
より複数の施設や団体においてふくしであーとを行ったが、冷静に振り返って今、これら

施設との関係はほとんど深まっていないという現状に突き当たる。現在、各施設への働き

かけを十分に行えておらず、連絡交渉にあたる者もバラバラであるため、文化の家と各施

設との間に強い関係が築けているとは言い難い状況にある。この状況のまま、何も働きか

けなかったとしたら、南生協病院以外の実践の場は失われかねない。

基本的に、ふくしであーとは、こちらから意図的に働きかけていかない限り実現しない。

文化の家で窓口となる者が先方との関係を築きたいと強く願い、先方にとってメリットが

ある内容の企画を明示し、実施に向けた道を辛抱強く探っていくことが不可欠である。な

かには関心の薄い担当職員がいるかもしれないが、それはアウトリーチの性格上、想定内
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のことである。担当職員との関係に囚われるのではなく、その背後にいるであろう、音楽

を届けたい利用者の姿に思いを馳せ、コツコツと実現の道を探ることが重要である。

マネジメントの充実

マネジメントには日程管理やピアノ奏者の確保、ピアノ奏者への達成目標の説明、先方

との連絡調整が含まれる。今後は文化の家担当者が全体を俯瞰して一括して管理する形を

取り、信頼関係を築いていきたい。文化の家としての目標を定めた上で早めに施設に打診

し、日程を決め関係者に連絡、演奏の 1か月前には先方との打ち合わせを終えられるよう
調整し、実施後には関わった者が集まり振り返りを行うというサイクルを構築していくこ

とが必要であろう。

フランチャイズ・アーティストの成長の場としての工夫

ふくしであーとを創造スタッフに続くフランチャイズ・アーティストの成長の場と考え

たとき、全体演奏の持ち方や曲の選定についてはさらなる工夫が必要と考える。まず、フ

ランチャイズ・アーティストが一つひとつの企画にじっくり向き合うことができるよう、

適切な実施回数に調整することが求められる。それから内容面で工夫ができる形を作って

いくことが重要である。ふくしであーとは歌謡曲や童謡などが中心で、奏者が知らない曲

も多く、必ずしもやりがいがある、あるいは思い入れのある曲の演奏が求められるわけで

はない。クラシック音楽を好み、熱烈なリクエストを出す者もいるが、全体演奏のときに

長いクラシック音楽を演奏することは時間の制約上、困難である。「あなただけのコンサー

ト」においては、一度の訪問でできる回数やそれに伴う練習時間など、奏者の資質やキャ

パシティを充分に見極める必要がある。残念ながら今年度、ピアノ伴奏者として参加した

院生のなかには、緊張感に欠けた演奏をする者も見られた。これは論外かもしれないが、

フランチャイズ・アーティストが心からやりがいを持って届けたいと思える質の高い音楽

づくりが可能になるよう心掛けたい。例えば、リクエスト曲を奏者なりに工夫（編曲）し

て届けられるようにする、その場の状況に応じ即興演奏を組み入れるなど、プロ奏者とし

てモチベーションを維持しながらさまざまな挑戦ができるように工夫していきたい。また

演奏以外の要素（例えばダンスを組み入れるなど）も視野に入れ、聴覚のみに頼らない企

画にもチャレンジしていきたい。

スーパービジョンの導入

福祉施設における演奏では、そこの利用者が必ずしも言葉や行動で感想を述べることが

できるわけではないため、変化や反応が分かりづらい。とはいえ、福祉に詳しい者が見れ

ば、実際に何が起こっているのかを把握することはさほど困難ではない。今後、少なくと

もふくしであーととして「何かを仕掛ける」施設に対しては、福祉に詳しい者が事前にそ

の「仕掛け」を把握したうえで演奏の場に同席し、そこで何が起こっていたのかを確認、
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実施後に文化の家スタッフや奏者に解説をしていくという流れを作っていきたい。

2019年度のふくしであーとに関して言えば、毎回の実践に対し、企画は意図に沿ったも
のであったのか、芸術文化の「活用」の視点からどうだったか、福祉の視点からはどう評

価できるか、アーティストの成長の点からはどうかなどについて、適宜、振り返りを行う

ことができなかった。奏者、福祉職、文化の家運営スタッフはそれぞれの専門性に基づき、

現場でいろいろなことを感じている。それら専門性に基づく気づきをシェアしあい、より

よい活動へとつなげていくことが欠かせない。そのためにも一つの活動が終了したら短い

時間であってもふりかえりを行い、次に活かしていくという活動を模索していきたい。

２．プレイヤーコース（男のサックスカフェ）

(1)概要
2019年 7月から 9月にかけ、毎週 1回、火曜 18:00－19:30の時間帯で「男のサックス

カフェ」を実施した。参加者は広報ながくての 6月号に記事を掲載して募集した。説明文
は「初心者歓迎！みんなでサックスを吹いてみませんか？プロの指導のもと、ワイワイ集

まって自由に練習して、音楽仲間を作りましょう」というものである。会場は文化の家・

光のホール、講師はフランチャイズ・アーティストの石川貴憲（サクソフォン）、対象は 55
歳以上の男性、参加無料、持ち物はサックス譜面台、申し込みは 6月 4日（火）から文化
の家受付または電話で申し込み。その他、サックスのレンタルできます（有料）。詳しくは

お問い合わせくださいという説明が記載されていた。

当初は講師が 1名ということもあり、長久手市在住の方で 5～8名程度と考えていたが、
結果として瀬戸市からの応募が多く、12名となった。
初回は講師面談を行い、受講の動機を確認した。講座の前半は音出しと全体演奏、後半

は全体演奏に加え、集大成となる発表会に向け個々の曲の練習、講師による個別指導を行

った。

発表会は講座が終わって 1週間後の 10月に文化の家森のホールホワイエで実施した。受
講生の一人が司会進行を務め、全体演奏、個々の発表、講師による演奏を行った。会場に

は受講生の配偶者や友人などが訪れており、終始なごやかな雰囲気であった。後日、この

発表会を見て自分もサックスを始めたいと思い立ち、カフェ参加者の大半が集う瀬戸のサ

ークルに加わるという動きが見られた。

(2) 効果検証
カフェ初回と発表会の日に自記式アンケートの記入を依頼した。その結果を以下に記す。
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A. カフェ開始時

＜年齢＞

参加者の平均年齢は 68歳、標準偏差±5.76、中央値 70歳。退職期の男性のコミュニテ
ィデビューを後押しするという意図のもと、ターゲット層とした退職期の男性は 50代後半
1名（8.3％）、60代前半 2名（25％）で、約３割であった。最も多い層は 70歳以上であり、
6割弱の 7名、41.7％を占めた。

＜居住地＞

長久手市 5名、他市（瀬戸市）7名、計 12名

主な広報の手段が長久手市の広報だったことから、長久手市からの参加者が多数を占め

ることを期待していたが、結果として、隣市の瀬戸市からの参加が多数を占めることとな

った。たまたま瀬戸市で他のサックス講座に参加していた高齢男性のグループがあり、そ

この受講生が誘い合って多数、この企画に応募したためである。

＜参加動機（講師面談に備えた自由記述）＞

サックスの上達 7名
・サックスの上達

・サックスを始めて 1年半くらいでもっとうまく吹きたい
・サックスの上達のため。音程が悪いため直したい

・上達したい

・練習を学びうまくなりたい

・サックスを上手に吹けて音楽の楽しさを求めたい

・サックスの上達

これを機にはじめたい（楽器あり２、なし１） 3名
・楽器を持っていましたが一度も触ったことがなく、今回、妻が見つけ申し込んでくれま

した。「これをきっかけに始めたら！」と。

人数 ％

55～60歳 1 8.3
61～65歳 2 16.7
66～70歳 2 16.7
71～75歳 7 58.3
計 12 100
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・以前興味があって楽器は持っているがそのまましまってあった。何とか曲ができたらと

参加した。

・サックスをやってみたかったので。

再び挑戦したい（楽器あり） 2名
・５～６年前に少し習ったがもう一度吹いてみたい

・少しかじって以来、15年ほどご無沙汰していたが、チャンスがあればまたチャレンジし
てみたいと思っていたところ、この企画を見つけたので。

参加者は初心者 4名、経験者 8名であった。参加動機に「サックスの上達」を挙げた者
が最も多く、全体の 6割弱（58.3％）を占めた。その他、過去にサックスを吹こうと考え
たが何らかの理由でそのままになっており、これを機にはじめたい、習った経験があるが

再びやってみたいという動機が確認できた。

＜カフェ参加動機 アンケートより（文化の家オリジナル項目）＞

どうしてこのカフェに参加することにしたのかについて、実施前の仮説としては次の 2
点（サックスが吹けるようになりたい。サックスを吹く自分を誰かに認めて or知ってもら
いたい）と想定した。結果は以下の通りである。

あてはまる 5点－あてはまらない 1点の 5段階評価で記載してもらったところ、「サック
スを上手く吹けるようになりたい」という動機への該当が最も高かった。

最初の動機にあるように、カフェ参加者の「サックスがうまく吹けるようになりたい」

という気持ちが強かったことが確認できた。1名が「ややあてはまる」と答えた以外、無回
答を除く 10名全員が「あてはまる」と答えていた。

＜カフェに期待すること＞

（初心者）

・超初心者ですが、続けられるようにやさしく楽しくお願いします！

設問 平均 中央値

問１ サックスを上手く吹けるようにな

りたい

4.91±0.3 ５あてはまる

問２ 家族や友人・知人などに自分の演奏

を聴いてもらいたい

3.82±0.87 ４ややあてはまる

問３ 自分がサックスを吹いていること

を家族や友人・知人に知ってもらい

たい

4.09±1.04 ４ややあてはまる
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・初めてなので不安しかありません。いろいろと。

（経験者）

・上手になりたい。合奏がしたい。

・少しでも今より上達できればいい（よい音）

・基礎から教えていただきたい

・今より上手になりたい。特にリズムを！

・サックスを演奏できるようになりたい。

（その他）

・今回のサックス以外にも他の楽器のレッスン

・気楽に楽しませていただければと思います。

・楽しく皆でボランティアのように演奏しながら回ってみたい

・今回のような企画をできる限り多くお願いします。

初心者は一様に、不安な気持ちを述べていた。初回に「これはやれそう、続けられそう」

と思えるような働きかけを行うことが重要である。その意味でも、今回、講師と１：１の

面談でのニーズ把握、動機付けを行ったことはよかったのではないだろうか。一方、すで

にサックスを吹いた経験のある人たちは、「今よりも上達したい」と強く願っていた。自己

流で練習してきた人も少なくなく、基礎的な指導を丁寧に行うことを望んでいた。この層

の人たちは、よい音が出せるようになる、合奏ができるようになることが到達目標の一つ

と考えられる。

その他、楽しみたいという意見があった。今回、最終的な目標を発表会での演奏に置い

たが、福祉事業であることを考えれば、他の楽器でもカフェの開催はもちろん可能である

し、演奏技術の高さにもよるが「皆でボランティアのように演奏しながら回る」という目

標を掲げてがんばるのもよいだろう。

＜参加者像…どういう人たちが応募したのか＞

１）社会活動への参加

尺度作成のモデルとなった地域

2014年 10月調査 Ａ市Ｂ区に在住の 65歳以上の住民 都市部の高齢者の特性に符合

年齢層化無作為抽出 2,928人対象
有効回答 906人（87.1％）
平均年齢 72.3±5.9歳 男性 484人（53.5％） 女性 422人（46.5％）
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平均±標準偏差

過去半年

以内にあ

る 3点

過去半年

以前にあ

る 2点

過去に一

度もない

1点

1
趣味の会など文化的

活動

モデル 1.7±0.9 27 18.2 54.9

カフェ 2.6±0.7 66.7 22.2 11.2

2

学習活動（生涯学習、

市民講座、カルチャ

ーセンター）

モデル 1.5±0.7 15.2 20.7 64.1

カフェ 1.8±1.0 37.5 12.5 50

3
インターネット（メ

ールも含む）

モデル 2.2±0.9 55.5 7.4 37.1

カフェ 1.6±0.9 22.2 11.1 66.7

4
体操やスポーツ等の

身体的活動

モデル 2.0±0.9 39.8 16.9 43.3

カフェ 2.2±1.0 60 0 40

5 園芸や飼育
モデル 1.8±0.9 30 15.8 54.2

カフェ 1.38±0.7 12.5 12.5 75.4

6
文化啓発活動（文化

の伝承活動）

モデル 1.2±0.6 6.7 9.5 83.9

カフェ 1 0 0 100

7
同居者以外との会食

や茶話

モデル 2.7±0.6 77.4 13.3 9.3

カフェ 2.4±0.9 66.7 11.1 22.2

8

高齢者の支援に関す

る活動（話し相手、

見守りなど）

モデル 1.3±0.7 11.3 7.8 81

カフェ 1.56±0.9 22.2 11.1 66.7

9 子どもの世話
モデル 1.8±0.9 29 23.2 47.9

カフェ 1.1±0.4 0 12.5 87.5

10 自治会行事
モデル 2.3±0.8 46 34.1 19.9

カフェ 1.7±0.8 20 30 50

11
交通安全や防犯に関

する活動

モデル 1.4±0.6 8.1 21 70.9

カフェ 1.3±0.5 0 33.3 66.7

12
環境美化等のまちづ

くりに関する活動

モデル 1.5±0.7 14.8 18.6 66.6

カフェ 1.2±0.4 0 22.2 77.8
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平均±標準偏差の得点で比較すると、カフェ参加者の点数が尺度モデル地区の住民より

上回っていた項目は「趣味の会など文化的活動」「学習活動（生涯学習、市民講座、カルチ

ャーセンター）」「体操やスポーツ等の身体的活動」「高齢者の支援に関する活動（話し

相手、見守りなど）」であった。カフェ参加者は総じて、自己啓発活動に熱心な層である

と考えられる。

一方、「園芸や飼育」「子どもの世話」などの項目は低い。この項目は性別により違いが

生じることが想定される（おそらく女性は高い）が、モデル地域の計算は性別で行われて

おらず、カフェ参加者が他の地域に比べ特に点数が低いとまでは言い切れない。

自治会行事への参加、交通安全や防犯に関する活動、環境美化等のまちづくりに関する

活動などの地域への寄与に関しては、カフェ参加者の点数はモデル地域に比べ低い。

これらの結果から、カフェ参加者の特徴は、自己啓発活動に熱心、家庭における他者へ

の世話に追われていない、地域への寄与についてはさほど関心がない層であることが見出

された。

２）自尊感情

自尊感情(self-esteem)とは、自己概念と結びついている自己の価値と能力の感覚や、自分の
自己概念がどれくらい肯定的に知覚されているか、その特性や質の程度を意味する。

尺度作成のモデルとなった地域

ジャストシステムのWeb調査アンケートモニター 全国 20代以上の一般成人男女 1640名
対象

有効回答 726名
平均年齢 45.54±14.29歳 男性 369名（50.8％）、女性 357名（49.2％）
実施時期不明（2016年に発表された論文）
ポジティブ出来事最大日 6.58±1.93点
ネガティブ出来事最大日 6.09±2.04点

カフェ参加者 6.73±1.19点

設問は「いま、自分にはいろいろな良い資質があると感じる」「いま、自分のことを好ま

しく感じる」の 2項目尺度で、双極の 5点法（１あてはまらない‐５あてはまる）である。
結果、カフェ参加者の平均はモデルと比べ、自尊感情が極めて高かった。カフェ参加者の

平均値はポジティブ出来事最大値よりも上を行っている。ただし個々で見ると点数にばら

つきがあり、8点の者がいる一方、5点の者もおり、全員の自尊感情が極めて高いわけでは
ない。4点以下の者はいなかった。
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３）家族や親戚、友人などとの関係

（尺度作成のモデルとなった地域）

2005 -2007年の間に、55歳以上対象の総合健診を受診した地域在住高齢者（岩手県花巻市）
247 名が対象
分析対象 232名（93.9％） 男性 80人、女性 152人

LSNS-6 得点（Mean±SD） 全体16.2±5.1 男性 16.5±5.6 女性16.0±4.9

LSNS-6 得点・12 点未満（%） 全体 19.4 男性 20.0 女性 19.1

全対象者 232 人の平均年齢は 67.0±6.8 歳，男性は 80 人（34.5％），日本語版 LSNS-6
の平均得点は 16.2±5.1 点（男性 16.5±5.6 点，女性 16.0±4.9 点），オリジナル版の
LSNS-6 において社会的孤立を示すと考えられている 12 点未満は 19.4％（男性 20.0％，
女性 19.1％）であった．
年齢 55 歳～64 歳 n=88 16.8±5.46

65 歳～74 歳 n=112 15.9±4.65
カフェ参加者 平均得点 17.4±3.8点、中央値 17点
社会的孤立を示すと考えられている 12 点未満は 12点未満 1名のみ 11点（11.1％）
カフェ参加者はモデル地区の男性、65歳高齢者のどちらの平均値よりも高い。

４）日頃の活動満足度

2009年実施、市川市の高齢者（65－84歳）1400人対象、有効回答 755人（53.9％）、分
析対象 671人。平均年齢 71.5歳、男性 48.3％、女性 51.7％。

社会活動により得られるいくつかの主要な要素…学習に関する満足度、他者・社会への貢

献に関する満足度、健康・体力に関する満足度、友人に関する満足度の 4因子から成り立
つ。本調査では、カフェ開始前の参加者の学習に対する満足度、友人に関する満足度を測

った。
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モデルと比べ、カフェ参加者の「学習に関する満足度」は極めて高かった。4つの設問すべ
てにおいて、カフェ参加者はモデルより上回っている。特に設問「自分にとって何か役に

平均

と て も

よ く あ

て は ま

る

や や

あ て

は ま

る

ど ち ら

と も 言

えない

あ ま り

あ て は

ま ら な

い

全くあては

まらない

1

興味・関心が

あることを自

分なりに学べ

ている

モデル 3.69±1.09 26.5 45.2 15.4 6.9 6.1

カフェ 4.00±0.78 27.3 45.5 27.3 0 0

2

自分にとって

何か役に立ち

そうなことを

学ぶ事ができ

た、と思うこ

とがある

モデル 3.30±1.10 11.2 37.9 28.3 14.8 7.9

カフェ 4.20±0.79 40 40 20 0 0

3

教養を高める

ことができ

た、と思うこ

とがある

モデル 3.22±1.03 8.5 33.5 36.1 14.9 7

カフェ 4.00±0.94 30 50 10 10 0

4

知的好奇心を

満たすことが

できた、と思

うことがある

モデル 3.26±1.14 11 37.7 27.7 13 10.6

カフェ 3.90±0.74 20 50 30 0 0

5

友人とのつき

あいに満足し

ている

モデル 3.79±1.10 26.5 45.2 15.4 6.9 6.1

カフェ 3.73±0.79 18.2 36.4 45.5 0 0

6

一緒に何らか

の活動をして

楽しめるよう

な友人がいる

モデル 3.36±1.32 20.3 36.8 15.6 13.4 13.9

カフェ 4.09±0.83 36.4 36.4 27.3 0 0

7

友人と楽しい

時間を過ごせ

ている

モデル 3.62±1.20 22.2 45.6 14.2 8.3 9.7

カフェ 4.18±0.87 45.5 27.3 27.3 0 0
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立ちそうなことを学ぶ事ができた、と思うことがある」については、モデルよりおよそ 1
点高い結果が得られており、カフェ参加者らの特徴と言えそうである。

一方、友人に対する満足度は必ずしも高いとは言えなかった。設問「友人とのつきあい

に満足している」について、カフェ参加者の回答が最も多かったのは「どちらとも言えな

い」であり、モデルよりも若干、満足度が低かった。他の項目についてはカフェ参加者が

モデルよりも上回っているが、回答は「とてもよくあてはまる」と「どちらともいえない」

の二つに分かれていた。

B. 事業修了時（カフェ修了、1週間後の発表会の時に調査実施）

＜カフェ満足度＞

有効回答 10、満足 8（80％）、やや満足 2（20％）

「満足」意見

・先生が石川先生で指導がよい。長久手市文化の家（光のホール）で練習。仲間もいい。

・細かいところまで指導があった。

・皆さんと楽しい時間が過ごせた。石川先生のレクチャーが大変勉強になりました。

・①至れり尽くせりの練習環境 －スタッフの皆様、ありがとうございました♪ 場所、

時間（6時前から使え、7時を過ぎても急かされないこと！！） 楽譜や配付資料のタイミ

ングも早く便利でした。②先生 クラシック出身は私にとっては分かりやすかった。個人

指導が大変うれしかった。

・楽しかった

・皆で楽しく演奏できたから。スタッフの方がよかった。

・楽器を奏でる喜びがある。仲間ができた。

・大変楽しかった。サックスを続ける気持ちになった。

・内容は満足しているが個人レッスンがもう少しあるとよかった。

（やや満足）意見

・初めての人のカリキュラムが少ない

・石川先生の熱心さ感謝。スタッフの方々の親切さ。

（満足）の意見に含まれる要素として、「講師の指導」と「仲間」に関する意見が多数記さ

れていた。「講師の指導」については、指導がよい、細かいところまで指導があった、大変

勉強になった、個人指導が大変うれしかった、個人レッスンがもう少しあるとよかった な

どである。短い時間であったが、個人レッスンは大変好評であったことが窺われる。「仲間」

については、仲間もいい、皆で楽しく演奏できた、仲間ができたというコメントであった。
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（やや満足）で示された「初めての人のカリキュラムが少ない」については、今後検討す

べき内容であろう。今回、全くの初心者が少なかったことと、初心者のなかでも上達の度

合いが分かれたため、やむを得ず全体 vs個別指導という形をとることになった。個別指導
ではその方の進捗に合わせたアドバイスになり、結果としては音出しで終わってしまった

ため、「カリキュラムに沿った進行」にまで至らなかった。

現在、講師は 1名のみであるため、今後、個別での指導が必要な初心者が複数参加した
場合や、初心者と経験者と２グループできてしまった場合など、一つのグループでの進行

ができない場合にどうするのか、事前に対策を練っておく必要がある。カフェＯＢによる

運営サポートも求めていきたい。

＜改善すると良い点＞

・６時～７時 30分→４時～５時 30分に。
・全くの初心者とやや経験者を分けたほうがよい

・黒板などを使い、詳細なところなど教えてもらいたかった。

・全体曲の練習時間が足りなかった。

・これ以上、何があろうか思い当たりません。ずうずうしく言えば、3ヵ月と言わずずっと
長くしてください（笑）

・同企画の続きをお願いしたい。さらなる技術の向上を！

・昼の時間帯でできるとよい。

・サックスは敷居が高いがその壁を取り除くともっと吹く人口が増えると思う。

・もう少し長期でもよい。１回限りの機会。

・他の楽器と一緒だともっと楽しくなれそう。

・講義開始時間をもう少し早くしていただけるとありがたい。

以下、アンケート結果に対する考察を述べる。

（開催時間について）

開催時間については早い時間帯を希望していた。退職期の方のコミュニティデビューと

いう企画主旨のもと、まだ仕事をしている人や辞めたばかりの人を想定していた、また企

画の後、仲間同士で食事や飲みに行くのではないかと考えていたという 2点から 18時～19
時 30分という時間設定にしたが、仕事をしていた参加者は開始時間に間に合わず、すでに
退職していた参加者にとっては遅く感じる（昼間 OK）という結果になってしまった。全体
での飲み会（第二回）への参加は多かったが、カフェ後に参加者が誘い合わせて食事や飲

みに行く、という動きは確認できなかった。

企画の対象者をどう設定するかによって、適切な時間帯は変わってくる。この点につい

ては次年度、ターゲット層を明確にしながらの検討が必要である。
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（初心者と経験者）

「全くの初心者とやや経験者を分けたほうがよい」という意見があった。今回、初心者が

やや経験者に合わせる形となったが、参加者のサックス歴 or音楽歴、上達度合いはカフェ
を始めてみないと分からないため、どのような形態がよいのかを事前に決めておくことは

難しい。ただし、企画の主旨はサックスをツールとした地域デビューや仲間づくりである

ため、どこまでクラス分けが必要なのかは慎重に検討する必要がある。

企画の主旨からいえば、カフェ修了者を新たな企画運営の仲間として迎え、修了者が現

参加者を個別にサポートする形を作れるとよいのではないか。幸い、修了者はとても協力

的なので、彼らの力を活用し、初心者・経験者ともにきめ細かくみることができるような

体制を作っていきたい。

（場所の問題）

今回は人数が多かったため、会場にしていた光のホールの舞台は少々、手狭な感じであ

った。また音が響かない空間であったため、より快適な会場として、風のホールの舞台や、

森のホールのホワイエなどを利用することはできないか、検討していきたい。

＜カフェ参加について＞

事前に参加者がカフェに参加する動機として、以下の２つがあるのではないかと考えた。

①サックスが吹けるようになりたい。

②サックスを吹く自分を誰かに認めて or知ってもらいたい。
問１～問３は参加前と参加後で気持ちがどう変わったかを確認した。問４、問５は参加後

のみの項目である。

設問 参加前平均 参加後平均 参加前

中央値

参加後

中央値

問１ サックスを上手く吹けるように

なりたい

4.91±0.3 4.82±0.4 ５ ５

問２ 家族や友人・知人などに自分の

演奏を聴いてもらいたい

3.82±0.87 4.18±0.75 ４ ４

問３ 自分がサックスを吹いているこ

とを家族や友人・知人に知って

もらいたい

4.09±1.04 4.00±0.10 ４ ４

問４ 今後もサックスを吹き続けたい 4.91±0.3 ５

問５ このカフェへの参加を人に勧め

たい

5.00 ５
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「サックスを上手く吹けるようになりたい」という気持ちは参加前、参加後ともに極めて

高かった。家族や友人・知人などに自分の演奏を聴いてもらいたい」という気持ちは、カ

フェに参加したことで高まっている。発表会を経験したことで、自分の演奏を家族や友人・

知人に聴いてもらう体験をしたことが好感をもって受け止められたことが推測される。

「今後もサックスを吹き続けたい」「このカフェへの参加を人に勧めたい」など気持ちは高

まっており、全体としてカフェが好感を持って受け止められたことが確認できた。

＜カフェに参加して得た変化＞

企画実施前、このカフェに参加することで「参加者にどのような変化があるだろうか」

をテーマに、企画者間でブレーンストーミングを行った。そこで出た内容が以下の６点（①

音楽への関心が高まった ②音楽を楽しむ時間が増えた ③音楽を楽しむ機会が増えた

（演奏会等） ④仲間と一緒に演奏することへの関心が高まった ⑤日々の生活に楽しみ

ができた ⑥視野が広がった）である。調査ではこれらを仮説とし、自由記述を加えて変

化状況を確認した。

－自由記述－

・サックスの音色はやっぱりいい。いろんな曲を知った。

・自宅で練習する時に目標を持ってやる（ようになった）。

・皆さんと合奏することが楽しい。

・ストップしていた上前をもっと良くしたいと思うようになった。

・ボランティア等で仲間と演奏したい。

結果、すべての項目において極めて高い結果が得られた（中央値５）。調査を行ったのが

発表会の日で、カフェへの満足感の高さがこれら回答に影響を及ぼしたのかもしれないが、

音楽を楽しむこと、仲間と一緒に活動すること、日々の生活に楽しみができること、視野

が広がること、企画者が想定していた効果のすべてが肯定される結果となった。

＜自尊感情の変化＞

カフェ実施前は平均 6.73±1.19点であったところ、実施後は 7.65±0.94点と１ポイント近
く上昇した。統計的な有意差は確認できなかった。

①音楽への

関心高

②音楽を楽

しむ時間増

③音楽楽し

む機会増

④仲間との演

奏への関心高

⑤日々の生

活に楽しみ

⑥視野が

広がった

平均値 4.73 4.73 4.45 4.64 4.64 4.40

中央値 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

標準偏差 0.467 0.467 0.688 0.674 0.505 0.843
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個別でみた結果は以下の通りである。前後評価が可能な 9名のうち、得点が上がった者が
約 7割（5名 69.2％）、変化がなかった者が約 3割（4名 30.7％）で、得点が下がった
者は一人もいなかった。

これもまた、調査日が発表会であったことが回答に影響を及ぼしたのかもしれない点を考

慮しなければならないが、注目すべき効果の一つである。

＜今後の動き＞

先行研究によれば、自分の特技や能力を他の人のために活かすことができるということ

は、主観的幸福感に大きな影響を与えることが指摘されている。そこでカフェを修了した

参加者に、次の「男のサックス講座」の企画運営に加わっていただきたいことを話し、ス

タッフとなることを希望するかどうかを確認した。

結果、やってみたい 3名、できればやってみたい 4名、どちらともいえない 3名、無回
答 1名であった。関心を示した者が 11名中 7名（63.6％）であり、今後、参加者を主体と
した活動の場づくりが可能になった。

＜文化の家、あるいは行政が企画するイベントへの参加＞

最近 1年間、長久手市文化の家が主催する行事に参加した経験があるかどうかについて
は、5名（45.5％）がない、6名（55.5％）があると答えていた。あると答えた場合の頻度
は、年１～2回が 4名（66.7％）、年 3～4回が 1名（16.7％）、年 5～6回が 1名（16.7％）
であった。

今まで行政が企画するイベント（体操教室やサロンなど）に参加した経験があるかどう

かについては、6名（60％）がない、4名（40％）があると答えていた。あると答えた場合
の頻度は、年１～2回が 2名（50.0％）、年 5～6回が 1名（25.0％）、年 7回以上が 1名
（25.0％）であった。

実施前 実施後 変化

A さん 8 9.5 ↑

B さん 8 8 →

C さん 5 8 ↑

D さん 6 7 ↑

E さん 7 8 ↑

F さん 6 6 →

G さん 5 7 ↑

H さん 8 8 →

I さん 7 7 →
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文化の家にとっては、カフェ参加者のおよそ半数がこれまで関わりのなかった方々であ

り、この企画により新たなつながりをつくることができた。

行政が企画するイベントについては半数以上が参加した経験を有していなかった。しか

し彼らは、文化の家には関心を持ってくれた人たちである。今後、文化の家が長寿課など

他の高齢者関係の企画を実施する部署の広報・宣伝を行うことにより、行政のイベントに

参加しない人々に対しても、より効果的にまち全体の取り組みを伝えていけると思われる。

＜ケース紹介 カフェ終了後の変化 事例紹介＞

Ａさん（長久手市在住、60代前半）
初心者として男のサックスカフェに参加したＡさん、参加のきっかけは奥様の後押しだ

った。途中まで仕事もありながら、カフェを無事に終了、発表会の場では全体演奏・個人

演奏ともに参加し、練習の成果を披露することができた。

Ａさんはカフェに来たことで、自身に３つの変化が起きたことを自覚している。それは

①サックスという楽器への関心の高まり、②音楽への関心の広がり、③やりたいことの広

がり である。カフェ終了後もうまく吹けるようになりたいという気持ちは続いており、

毎日 1.5-2時間練習しているそうである。また、カフェ後に文化の家で開催された「はじめ
てのクラシック講座」やコーラスグループに参加するなど、活動の幅を広げている。そし

て、「音楽を使って何か社会の役に立てれば楽しいかも」と、音楽を通じた社会貢献に対す

る関心も高まっている。

Ｂさん（長久手市在住、60代後半）
参加者のなかで唯一、社会的孤立のリスクがあった方である。カフェがはじまった当時

は黙々と楽器を吹き、周囲との会話はほとんど見られなかった。しかし 1カ月後、表情が
柔らかくなり、笑顔が見られるようになり、隣の参加者ともやりとりをするようになった。

その後、参加者の一人がＢさんを地元の音楽サークルに誘い、Ｂさんが乗り気になり、笑

顔で応じる姿が見られた。カフェ修了時には、他の参加者とともに練習をしたり、自ら周

囲に話しかけたりする姿が見られた。

修了時アンケートでは、Ｂさんは「満足」「楽器を奏でる喜びがある」「仲間ができた」、

また「これからも吹き続ける」「今のメンバーでサックスを吹く機会があったら参加したい」

と答えていた。自尊感情も 2ポイント増えていた。

C. サックスカフェ同窓会（2020.1.28 実施）

カフェが終わって約 4カ月後、受講生が再び集まり、なつかしい曲を吹き、今後のカフ
ェのあり方について考える「サックスカフェ同窓会」を実施した。カフェのあり方につい

ては、①開催時間 ②募集（広報）の仕方 ③初心者と経験者 の 3点について話し合っ
た。
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①開催時間（18:00‐19:30）については、仕事をしている者にとってはぎりぎりの時間
あるいは間に合わない設定であった。当時、仕事をしていた参加者からは 18:30がよいの
ではないかという意見が出された。長さについては「もっと長くてもよい」という意見が

大半を占めた。19:30終わりではあったが、実際は 20:00くらいまでは練習が可能で、前後
の片づけに追われずゆっくり過ごせたのがよかった、サックスを自宅で吹くことは難しく

音を出せる場所が少ない、カフェでは大きな音を出せ、かつ長く練習できてうれしかった、

などの声が聞かれた。

②募集（広報）の仕方について、瀬戸市在住の参加者より、お祭りや地域の行事で演奏

をし、楽しそうな姿を見せ、そこから関心を持ってもらうとよいのではないかという意見

が出された。長久手市在住の参加者からは、長久手は瀬戸と異なり、人間関係が薄い部分

があるので誰かを誘うのは難しい、ショッピングセンターにチラシを置いたり、ひまわり

ネットワークに特集をしてもらったりしたらどうかという意見が出された。

③初心者と経験者が同時に集ったことについて、経験者からは講座の目的が楽器の上達

よりも仲間づくりであれば、技術よりも何よりも皆で音楽を楽しもうとする気持ちが大事

であり、一緒にやることが重要である、吹けない人がいた場合も別々にするのではなく一

緒に座り、その人が楽しくやれるように、来たいと思えるような工夫をするとよいという

意見が出された。一方初心者からは、気後れする部分はあった、経験者が多かったので音

出しなどで追いつくのが大変だったが布団のなかで自主練習したり、教則本で練習したり、

YouTubeをみて参考にしたりして乗り切った、経験者が温かく盛り上げてくれたので心に
余裕が生まれた、講師による個人指導がうれしかったという意見が出された。

なお、全体のメニュー（個別面談、基礎練習、全体での曲練習、発表会に向けた曲の選

定と個人練習、講師による個別指導、発表会）については異論なく、「目標は必要。故人で

の曲があると何とかしないと、と思って練習する」とのコメントがあった。

＜社会的孤立＞

カフェ実施前、社会的孤立を示すと考えられている 12 点未満は 1名のみであった。カフ
ェ修了して 4カ月後、同項目で調査を行ったところ、この 1名の社会的孤立状況は改善し
ておらず、前より下がっていた。それでもその 1名は、同窓会後の食事会に参加し、自分
の生活や仕事について率直に語るなど、ありのままの姿で楽しんでいる様子が確認できた。

＜友人に対する満足度＞

カフェ実施前、今回の参加者の特徴の一つに「友人関係に関する満足度は必ずしも高く

ない」という傾向が確認できた。しかし同窓会において実施した同じ調査では、友人関係

に関する満足度は大幅に改善していた。
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＜まとめと今後の課題＞

同窓会には修了生 11名中 8名の参加があった。全員が今後のカフェの運営について建設
的な意見を述べ、今後の可能な範囲での協力に同意をした。また、講師が 1名しかおらず
個別に見る必要がある初心者が複数いた場合、企画側では十分な対応ができないため、皆

の力をお借りしたいと提案した時、快く同意してくれた。

カフェ参加者の過半数がもともと瀬戸市のサークルで練習を続けており、カフェ修了後

は長久手の初心者メンバー2名も加わるなど、地域における趣味活動の展開につながってい
る。自分の特技を活かし、他者を助けることができれば、自己肯定感は高まっていく。今

後はこの動きを温かく見守りつつ、次のカフェ開催時には彼らが担い手として、また企画・

広報の協力者として活動に加わっていただけるよう、関係を保ち続けていきたい。

３．音楽教養コース（初めてのクラシック講座）

(1)概要
初めてのクラシック講座（初クラ講座）は 2019年 11月から 2020年 1月にかけ、火曜

あるいは水曜の 19:00‐20:10の時間帯で実施した。6回シリーズであるが、単発での参加
も可能とした。

参加の呼びかけは広報ながくての 10～12月号にて行った。会場は文化の家・光のホール、
講師は主として西野裕之（宗次ホール副支配人）が担当し、第２回に福田勝太（ヴァイオ

リン奏者）、第５回に石川貴憲（文化の家 フランチャイズアーティスト）、第６回に生田

創（文化の家事務局長補佐兼事業係長）がゲスト出演した。対象は定年期の高齢者を意図

していたが広報時には特に年齢、居住地など特に限定することなく、参加費も無料に設定

した。

テーマは第 1回 10.29 指揮者「それはダンスなのか？」、第 2回 11.27 楽器「ヴァイオ
リン・ミステリー」、第 3回 12.11 歴史「1000年を 60分で！音楽タイムトラベル」、第 4
回 12.27 作曲家「祝 ベートーヴェン生誕 249年」、第 5回 1.15 演奏家「あるアーティ
ストの日常」、第 6回 1.30「まとめ編 コンサートに行こう！」であった。

(2) 効果検証
参加者は第 1回が 29名、2回目 43名、3回目 48名、4回目 36名、5 回目 45 名、6 回

目 39名であった。
毎回、講座終了後に自記式アンケートの記入を依頼した。その結果を以下に記す。

＜参加者について＞

参加者の年齢の分布は以下の通りである。60代が最も多く、次が 70代であった。この２つ
の年代で約 6割を占めている。30代までの若い世代の参加も確認できた（7.1％）。
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参加者の性別は全体を通して男性 45.5％、女性 54.5％であり、女性の参加が多かった。

年齢（区分）

合計30 代まで 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代以上

第１回 度数 1 2 4 8 8 1 24

回 の % 4.2% 8.3% 16.7% 33.3% 33.3% 4.2% 100.0%

第２回 度数 6 3 5 9 9 4 36

回 の % 16.7% 8.3% 13.9% 25.0% 25.0% 11.1% 100.0%

第３回 度数 2 6 7 10 12 3 40

回 の % 5.0% 15.0% 17.5% 25.0% 30.0% 7.5% 100.0%

第４回 度数 1 2 1 13 12 2 31

回 の % 3.2% 6.5% 3.2% 41.9% 38.7% 6.5% 100.0%

第５回 度数 1 3 5 12 12 3 36

回 の % 2.8% 8.3% 13.9% 33.3% 33.3% 8.3% 100.0%

第６回 度数 3 4 2 11 6 3 29

回 の % 10.3% 13.8% 6.9% 37.9% 20.7% 10.3% 100.0%

合計 度数 14 20 24 63 59 16 196

回 の % 7.1% 10.2% 12.2% 32.1% 30.1% 8.2% 100.0%

性別

合計男性 女性

回 第１回 度数 12 14 26

回 の % 46.2% 53.8% 100.0%

第２回 度数 15 22 37

回 の % 40.5% 59.5% 100.0%

第３回 度数 17 25 42

回 の % 40.5% 59.5% 100.0%

第４回 度数 20 14 34

回 の % 58.8% 41.2% 100.0%

第５回 度数 17 22 39

回 の % 43.6% 56.4% 100.0%

第６回 度数 16 19 35

回 の % 45.7% 54.3% 100.0%

合計 度数 97 116 213

回 の % 45.5% 54.5% 100.0%
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参加者の居住地については、長久手市内と市外がちょうど半々であった。第 1回、第 2回
は市内の参加者が多いが、第 3回から第 5回までは市外からが多くなっている。しかし、
第６回では再び市内の参加者が市外を上回った。

＜講座を知った手段＞

参加者が初クラ講座をどのように知ったのか、その手段を確認した。

全体を通して文化の家チラシからという回答が最も多く、次いで市の広報であった。

＜講座への出席回数＞

第 6回（最終回）の参加者に、第１回から第５回までの参加状況を尋ねた。すべての回
に参加した者が 9名存在した。1回参加が 6名、2回参加が 6名、3回参加が 9名、4回参
加が 5名であった。アンケート回収 38名中、複数参加者が 35名（92.1％）で、複数回の

居住地

合計長久手市 長久手市外

回 第１回 度数 14 12 26

回 の % 53.8% 46.2% 100.0%

第２回 度数 21 17 38

回 の % 55.3% 44.7% 100.0%

第３回 度数 20 21 41

回 の % 48.8% 51.2% 100.0%

第４回 度数 16 19 35

回 の % 45.7% 54.3% 100.0%

第５回 度数 17 24 41

回 の % 41.5% 58.5% 100.0%

第６回 度数 20 15 35

回 の % 57.1% 42.9% 100.0%

合計 度数 108 108 216

回 の % 50.0% 50.0% 100.0%

第 1 回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回

長久手市広報 16 14 11 11 10 12

知人友人 1 3 4 4 7 6

文化の家ホームページ 3 5 3 3 8 4

文化の家チラシ 6 17 23 19 17 17

宗次ホールチラシ 2 4 3 2 5 2

その他 1 2 2 0 0 0
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参加者が 9割を超えていた。

＜講座の満足度＞

講座の満足度について 5段階評価（満足－不満足）で尋ねたが、すべての回においてほ
ぼ満足、あるいはやや満足という結果であり、やや不満足、不満足と回答した者はいなか

った。全 6回を通して満足あるいはやや満足と答えた割合は 97.8％と極めて高い結果であ
った。満足度が最も高かったのは第 2回の楽器「ヴァイオリン・ミステリー」、次いで第 1
回の指揮者「それはダンスなのか？」であった。

満足した理由として、講師の話が面白く分かりやすい、内容がよく考えられている、「初

めての…」とあるが深いところまで学ぶことができる、知らなかった情報を得られた、レ

アな映像や音楽を組み合わせているので興味深い、クラシックへの関心が高まった、（回に

よっては）実演奏がありすばらしかったなどのコメントが寄せられた。

問２ 満足度

合計満足 やや満足

どちらとも

言えない

回 第１回 度数 23 3 1 27

回 の % 85.2% 11.1% 3.7% 100.0%

第２回 度数 35 4 0 39

回 の % 89.7% 10.3% 0.0% 100.0%

第３回 度数 32 8 1 41

回 の % 78.0% 19.5% 2.4% 100.0%

第４回 度数 27 6 1 34

回 の % 79.4% 17.6% 2.9% 100.0%

第５回 度数 32 7 2 41

回 の % 78.0% 17.1% 4.9% 100.0%

第６回 度数 27 8 0 35

回 の % 77.1% 22.9% 0.0% 100.0%

合計 度数 176 36 5 217

回 の % 81.1% 16.6% 2.3% 100.0%
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満足度評価の理由（自由記述）

第１回 指揮者「それはダンスなのか？」

・音楽経験者にとっても勉強になる、大変レベルの高い考えさせられる講座と思いました。

・とても内容が深いところとユーモアもあっておもしろかったです。

・構成がよかった。

・とても分かりやすく楽しく聞くことができました。

・ユーモアを交えてくださって、楽しく視聴することができた。映像中の曲も興味深く参

加させていただけた。

・とてもとてもよかった。入門講座とはいえ、深く専門的で面白かった。しかも画像の活

用が分かりやすく聞けた。小沢とカラヤン、佐渡とバーンスタインなどのリハーサル風景

が改めて甦ってきた。

・話が軽妙でテンポよく、よく分かり楽しかった。

・面白かった、楽しかった。西野さんよく知っていて驚いた。なのにざっくばらんの話し

方がとても親しみやすかった。

・指揮者を見る新しいポイントが得られたから。

・普段見ることのないビデオをたくさん見せてもらい、よりよい時間を過ごせたと思いま

す。指揮者のことがけっこう分かりました。面白かったです。

・指揮者によって演奏がまったく異なることがわかってとても興味深かったです。リハー

サルの期間や合わせ方も疑問に思っていたことだったので知ることができてうれしかった

です。ありがとうございました。

・動画があって分かりやすかった。

・指揮者の人物像みたいなものが見れておもしろかった。

・解説が分かりやすくテンポもよかったです。

・指揮者をこんな風に比べたことがなかったので、とても興味深かったです。

・音楽の深さ、おもしろさが少し分かった気がして興味がわいてきた。

・よく分からないが興味あり。

・誰もが知っているのを聞くのみかと思った。

・演奏のバックグラウンドが分かって興味深かったです。

第２回 楽器「ヴァイオリン・ミステリー」

・実演奏がありよかった

・演奏すばらしかった

・時間が短くレジュメ全部をきけなくて残念

・大変興味深いお話を聞けました。

・前回同様、自身の知らないことで興味深い内容もあり、またしても期待以上の講座でし
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た。ありがとうございました。カプリス２４が聞けるとは思ってもいませんでした♬

・構成が工夫されていた。

・ヴァイオリンの歴史が知れてよかったです。知らないこともたくさんあって興味深かっ

たです。

・実演まであって楽しかった。楽器にも歴史がある…奥深い。

・実演も交えてのあらゆる角度から掘り下げてくださってありがとうございます。

・ヴァイオリンのいろいろが分かりました！

・ヴァイオリンの演奏を生で聴けてよかった。

・生演奏が特によかったです！！

・話し方が内容も含めて面白く、引き込まれた。実際に奏者に弾いていただいたのが意味

深かった。

・とても興味深い内容で楽しく聞きました。

・面白い情報をたくさん聞かせていただいた。

・実演入りでとても分かりやすかった！

・話がおもしろい。

・あっという間に終わってしまいました。歴史も分かりとてもよかった。ヴァイオリンの

生も最高でフレッシュでした。

・トークと音声、映像の組み合わせで面白く学びました。今回は解説付き生演奏もあり、

楽しめました。

・聴く機会がないので、興味が湧きました。

・分かりやすく話を聞くことができました。

・ヴァイオリンの知識が深まった。全てＯＫ．

・お話がおもしろくなんと生演奏まで！レジュメもうれしいです。

・楽器にとても興味が持てるようになりました。

・分かりやすかったから。

・楽器演奏にいろいろな技術（奏法）があると知った。

・分かりやすかった。

・とても楽しく分かりやすく聞くことができました。

・ヴァイオリンの基礎的な音色、歴史が聞けて大変よかった。ますますクラシックが好き

になります。

・歴史、奏法を学んだうえ、実際の演奏を聞けるなんて大満足です。

・けっこう専門的で、これまで知っているつもりで知らなかった、また、知りたかったこ

とを丁寧に教えていただいた。特に昭和の生演奏、貴重な画像でした。

・情報量が多い。歴史、奏法

・ガレリアコンサートや今回の企画で身近に一流の専門家と接することができ幸せです。
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第 3回 歴史「1000年を 60分で！音楽タイムトラベル」
・怖い曲があった。分かりやすくてよかったです。

・現代音楽の不可思議さまで何となく納得がいったから

・クラシックをひとくくりで考えず親しみがもてるようになりました。

・初めて音楽のルーツみたいなのを聞いたと感じた。

・演奏はあってもお話をうかがうことはあまりなかったので内容が面白かったです。

・クラシックに興味があったので。

・全てが系統的にわかったから。

・話が上手で分かりやすく、興味が持てた。

・こういった講座を望んでいたので。

・音楽にまつわるいろいろな話を聞きたいと思った。先生の知識量すごい。

・時間が短い

・音楽史の流れが分かって楽しかった。

・難しい話を的確に、分かりやすく（語っていた）。サンプル選択が素晴らしい＆音もよい。

和樹のジュピター感動的！話がおもしろい！

・軽妙な語り口で楽しく聞けた。

・時代背景を音楽と結び付けた全体像がよく理解できた。

・通史としてよく分かったかなと。

・すごく勉強になりました。

・音楽の歴史がよく分かった。

・時代時代の代表曲の選曲がすばらしい♬ 今日はバッハを弾くと思います 次回ベート

ーヴェンが楽しみです。もっとも好きなので♬

・先生の話が分かりやすく楽しかった。

・音楽の流れがよく分かった。

・実際の演奏を聞きながら時代の流れを感じることができてよかったです。

・よく分かる説明で、あっという間に時間がすぎました。1000年よかった。
・知らない曲を教えていただいた。

・60歳代くらいまではシーズン券を求めて主人とコンサートホールなどに出かけました。
栄まで出かけるのがおっくうになり、しばらくぶりにクラシックに出会いました。

・説明が分かりやすい。話し方が楽しい。

・自分の知る歴史と音楽の関わりがみえた

・音楽史で分類することで、クラシックが現代に近づくにつれ加速度的に表現が変化して

いることが分かってよかった。

・西野氏の話がとても分かりやすかった。次回が楽しみです♪

・流れの説明が面白かった。

・分かりやすく丁寧な解説でとてもよかったです。
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・映像が面白かった。

・全く知識がなかったがおもしろかった。

・クラシックについて親近感が強まった。

・ただ何となく親しみやすい曲だと感じていただけの音楽が背景を知ることでまた、違っ

た興味が湧く。

第 4回 作曲家「祝 ベートーヴェン生誕 249年」
・ベートーヴェンのことを深く知ることが出来て面白かったです。今日の講義を聞いて来

年、なぜベートーヴェンが流れるのか分かったので良かったです。ベートーヴェンが身近

に感じられました。30分の曲も改めて第九を聞けて良かったです。
・初めて知るエピソードが多く、選曲もすばらしい。

・説明が分かりやすい

・ためになるお話、興味深い。演奏（映像）が盛りだくさんだったから。

・深い話が聞けた

・ベートーヴェンの曲をいろいろ聴けたから。昔の演奏・テクニックが分かった。

・作曲の経緯がよく分かった。

・大変分かりやすくユーモアを交えてお話をされるので。貴重な映像を見せていただけて

大変うれしい限りです。ありがとうございました。

・レクチャーの組み立てが映像や音を交えているので、毎回のことながら、内容がつかみ

やすい。今回は資料が充実している。

・お話が上手です。

・選んだ曲も演奏者も因縁があって、すばらしい構成です。ありがとうございました♬

・初心者でも分かりやすかった。貴重な映像が見られた。

・名曲、名選曲、名演奏、名録音、良質な再生、そして名解説＆良き聴き手。

・初めて聞く話がかなりあった。

・ベートーヴェンの生涯に関心がわいた。

・解説がとても面白く、時々思いがけないエピソードなどもうかがえて楽しい講座です。

・ベートーヴェン像がぼさぼさ頭のこわい顔の作曲家でなくなりました。

・ベートーヴェンの怖い人のイメージが話を聞いて（変わった）。振り幅の広い、強く、や

さしい人だったんだと。

・ベートーヴェンを知れるいい機会だったが、クラシックを楽しむきっかけにはできなか

った。

・資料、解説ともに有益であった。

・内容がすごくよかった。クラシックも今日のような解説があると生演奏でなくてもすご

く楽しい。演奏の途中で切って解説してもらえとてもよかった。

・とっても興味深かったから。



39

・クラシックらしく満足

・豊かで奥深い内容の話を聞くことができました。

・ベートーヴェンは私が最も好きな作曲家ですので、今日はとても有意義でした♪ありが

とうございました。

第５回 演奏家「あるアーティストの日常」

・すごく近くで演奏を聞けてよかった。また、普段あまり聞けない話をたくさん聞けて良

かったです。

・生演奏がすばらしかった。芸術家を育て、支えていくことの大切さが分かった。

・分かりやすく楽しい説明でありがたかったです。ライブも楽しく拝聴しました。珍しい

音楽家の一日を拝見できてとてもよかったです。今回、とてもよいプログラムだったと思

います。

・もう少し、指導について聞きたかった。

・演奏家の仕事も大変だ！

・今まで聞いたことのない世界の話だった。

・個人生活ののぞき見みたいであまり意味がない

・音楽家の裏事情が分かったから。

・とても興味深い内容だった。

・今回の内容は以前と違っていてよく分かった。

・毎回レアな内容でレアな直（ジカ）に触れるコンセプトがすばらしい。内容に付加価値

がある。聞いていて面白い、興味を惹かれる。音楽の鑑賞の仕方、ポイントをもっと教え

てほしい。文化の家にもっと市民の参加を促してほしい。その方法は？宗次ホールのメソ

ッド！この講座を永遠に続けてほしい。

・幅広い分野の講座だったので音楽に興味が出てきた。

・タイトルでは歴史上の人物のことだと思っていたので。

・アーティストの現実が分かった。頑張って音楽を突き詰めていってください。

・文化事業と福祉事業を結び付け広く啓もうする活動に感服します。益々の充実、発展を

期待します。

・ぶっちゃけトークがとても面白かったです。ギャラ安すぎ！

・普通は聞く機会がないお話を聞けたと思います。

・御三人のかけあいがおもしろかった！貴重なナマの声が聞けた！

・現役アーティストの実体験やアーティストの実感が聞けたこと。文化の家創造スタッフ

のお話（説明）が聞けて理解を深められたこと。家路の演奏がすばらしかったこと。

・生演奏がとてもよかった。演奏家の内情がわかってよかった。

・素敵な演奏と音楽家はどういうふうに収入を得て生活しているか知ることができてよか

ったです。楽しかったです。見る目線が変わって新鮮でした。
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・若手演奏家の音楽への取り組みのお話がすごくよかった。これからもがんばってくださ

い。

・子どもが音楽に関わり生活しています。大学も県芸で一緒、お話をお聞きし身につまさ

れる思いになりました。素敵な演奏ありがとうございました。音楽があふれる長久手市に

なってほしいと思います！

・音楽家の生活が多少は分かったこと。

・知らないことが分かってきた。

・先生の説明が面白い。楽しい。

・クラシックがとても身近になった。

・音楽家の実情がよく分かった。

・奏者が誠実でよかった。

・2人のコラボがとてもよかった。
・とても興味深いお話をうかがいました。もっとお聞きしたかったです。

・がんばってください。

・演奏家を身近に感じることができました。

・初めて知るサックス奏者の生の声、本音を聞いたうえで演奏を楽しむことができました。

・音楽家としての生活の一部が生の声を垣間見え、参考になった。

・石川先生の音楽に対する姿勢、音楽と同じくらい大切なことと関わっていると聞けたこ

とが何よりも素晴らしい、頑張ってください！事務方の皆さま、いつもご苦労様。そして

ありがとうございます♪

・音楽を鑑賞するときの理解が深まる。

・今回は演奏を聞かせていただきとてもうれしかったです。

第６回 まとめ編「コンサートに行こう！」

・2人の話がよかった。クラシックへの思い入れが伝わってきた。
・解説者が上手で楽しい。曲も部分的によく知っているものでした。内容もよく選んでく

ださっている。毎回、知りたかったことの説明でありがたかったと思います。

・クラシックが身近になり演奏会に行ってみたいと思うようになった。

・好きなことを語っている感じがよく伝わってきた。「クラシック」と構えず考えられるよ

うになった。

・クラシック音楽を聴くときのバックボーンが深くなる。

・内容がおもしろく楽しかった。マーラーの３番はよかった。いろいろな曲が聴けてよか

った。

・いろいろな動画や話を聞けてよかった。

・西野さんの話がとても面白い。

・クラシックコンサートのすばらしさを感じることができました。
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・先生の説明がわかりやすく面白い。

・担当者個々の音楽への思いが伝わった。ありがとう。ご苦労様です。

・新しい見方ができるようになりました。月光の演奏は円熟した美しい音色で感動しまし

た。

・やっぱり、コンサートに行って、直に聴いてみるのが良いと思った。

・内容が充実している。広範囲な分野からわかりやすく、しかもコンパクトにまとめられ

ていて素晴らしい。また話の当事者が生出演で、とてもレアな講座。

・紹介された曲、演奏者、どれも尊く、すべてに聴きほれました。

・内容がとてもおもしろかったです。非常に貴重なビデオ等も見れて、また、再現された

音響も大変すばらしかったです。

・本当に病気のように音楽を愛する人たちのお話なので、魅力がすごく伝わりますます音

楽、クラシックが好きになったから♪

・クラシック音楽に対する情熱を熱く感じました。お話が聞けて良かったです。

・今まで知らない音楽の裏を知ることができた。

・ベルリオーズ幻想交響曲が心行くまで聴けた。

・貴重な映像を観ることができた。お二人のかけあいがおもしろかった！

・貴重なコンサート映像を見ることができたため。

・のけぞるような感動を味わってみたい！

＜改善すべき点＞

改善すべき点として次の６点（時間帯、講座の長さ、資料や設備、講座の内容、広報関

係、その他）に関するコメントが寄せられた。

（講座の時間帯）

・福祉というには時間が遅すぎる。交通不便なところなので昼間かもう少し早い時間にお

願いしたい。

・夜の部なら 5:30スタートだと個人的には good
・開始時間が遅く参加しづらい。昼間にして欲しい。

・時間が遅いので帰りの時間が気になり、落ち着かない。もう少し早い時間に講座の時間

をゆっくり。

・時間帯が早いものもあればよい

・開催時間を前倒しで長くお願いします（18:30－20:00）
・開始時間が遅すぎる。

（講座の長さ）

・もっと時間を長くしてほしい。
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・70分ではなく 90分の講座にするとよいかも？
・もう少し時間をかけてほしい

・もっと時間を長く。90分以上（大学の講義なみ）
・もう少し時間を長くしてもいいのでは？

・全くないが、あるとしたらもっと話を聞きたい

・毎年、毎月、通年でカリキュラムを組んで。１回せめて 90分で。
・時間。１時間 30分（90分）くらいあってもいい。
・70分では短すぎ、90分くらいでもよいです。ぜひ！
・講座の時間が短い。次回も期待しています。

（資料や設備）

・実物投影器？を使って楽譜を見せてほしかった。ムラヴィンスキーの指揮姿もみせてほ

しかった！

・先生のプロフィールが文字でほしかった。

・古い（４月～９月）のハレとケを渡されるのはなぜでしょう？

・演奏の時に、今、変奏４をやっているなどモニターに出していただけると何をしている

のか確認しながら聴けたと思います。

・音楽家の肖像画が見たかったです（後で調べますが…）

・撮影の編集と方法（動画を出すなら）※第５回

（講座の内容）

・もう少し詳しく聞きたかった。有料でも可。

・お勧めの書籍（サイト番組、場所）など知りたいです。

・これはこれでぜひ続けていただきたい。ただ別にクラシックファンを育てる、本当に初

心者講座も欲しいところ。このような丁寧で面白い講座を聞きたい。

・もう少し、分割して聞きたい（中味が濃すぎてもったいない） ※第３回

・1000年と長い期間であるので、2回に分けて二部構成でもよいのでは。※第３回
・もっと時間をかけてほしい内容だった。※第３回

・質問コーナーがあるとよかった（なぜサックスを選んだのか聞きたかった）※第５回

・もっとたくさんお話を聞けるとよかった。

・弦楽器奏者の話も聞いてみたいです。

・今回はレジュメを追うのが少し大変でした。でも流れが分かったのでよかったです。※

第４回

・なぜ室内楽にハマッたのかをもっと詳しく聞きたかった。※第６回

・曲の長さについてとか、曲の話、あらすじ？について解説があるとよい。どうやって知

ることができるのか興味はありました…
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（広報関係）

・もっと宣伝するとよいと思います。チラシももっと配ったら？アートスクールでも配れ

ば興味を持つ人も多いと思います。

（その他）

・進行がスムーズにいくとよい。

・ポイントをあげて説明すると後に残る。

・行きそびれた講座を受け取れる動画の発信があればうれしい。

・毎回、次回分を改めて申し込まなければなりません。通して申し込めるとありがたいの

ですが。

＜受講による変化＞

次に、この講座に参加し、参加者にどのような変化が生じたのかについて確認した。講

座実施前に企画者間でブレーンストーミングを行い、仮説として「音楽への関心が高まる」

「視野が広がる」「音楽を楽しむ時間が増える」「音楽を楽しむ機会が増える」「日々の生活

に楽しみができる」の５つを設定した。

この講座は単発でも参加可能であるが、続けて参加することにより変化が生じることを

想定したため、この設問は第 2回から 6回の参加者に尋ねることとした。結果、回答が得
られたもののうち、「音楽への関心が高まった」「視野が広がった」に「あてはまる」と答

えた者は 7割を超えており、「ややあてはまる」を含めると 9割以上であった。「音楽を楽
しむ時間が増えた」「音楽を楽しむ機会が増えた」「日々の生活に楽しみができた」につい

ても、「あてはまる」「ややあてはまる」と答えた者は 8割を超えており、この講座に参加
することにより、企画側が期待した通りの効果が得られていることが確認できた。

なお、音楽への関心、視野の広がりについて最も「あてはまる」が多かったのは第５回

演奏家「あるアーティストの日常」であった。「音楽を楽しむ時間や機会、日々の楽しみが

増えた」は、講座を重ねるにつれて「あてはまる」の割合が増加していった。
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問５ 音楽への関心が高まった

合計あてはまる ややあてはまる

どちらとも

言えない

回 第２回 度数 25 7 1 33

回 の % 75.8% 21.2% 3.0% 100.0%

第３回 度数 27 12 2 41

回 の % 65.9% 29.3% 4.9% 100.0%

第４回 度数 22 9 0 31

回 の % 71.0% 29.0% 0.0% 100.0%

第５回 度数 31 8 0 39

回 の % 79.5% 20.5% 0.0% 100.0%

第６回 度数 26 7 2 35

回 の % 74.3% 20.0% 5.7% 100.0%

合計 度数 131 43 5 179

回 の % 73.2% 24.0% 2.8% 100.0%

問５ 視野が広がった

合計あてはまる ややあてはまる

どちらとも

言えない

回 第２回 度数 25 5 3 33

回 の % 75.8% 15.2% 9.1% 100.0%

第３回 度数 28 12 1 41

回 の % 68.3% 29.3% 2.4% 100.0%

第４回 度数 25 7 1 33

回 の % 75.8% 21.2% 3.0% 100.0%

第５回 度数 31 7 1 39

回 の % 79.5% 17.9% 2.6% 100.0%

第６回 度数 27 6 2 35

回 の % 77.1% 17.1% 5.7% 100.0%

合計 度数 136 37 8 181

回 の % 75.1% 20.4% 4.4% 100.0%
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問６ 音楽を楽しむ時間が増えた

合計あてはまる

ややあては

まる

どちらとも

言えない

あまりあて

はまらない

回 第２回 度数 11 7 4 0 22

回 の % 50.0% 31.8% 18.2% 0.0% 100.0%

第３回 度数 11 18 2 1 32

回 の % 34.4% 56.3% 6.3% 3.1% 100.0%

第４回 度数 12 12 1 0 25

回 の % 48.0% 48.0% 4.0% 0.0% 100.0%

第５回 度数 20 13 3 0 36

回 の % 55.6% 36.1% 8.3% 0.0% 100.0%

第６回 度数 18 7 3 0 28

回 の % 64.3% 25.0% 10.7% 0.0% 100.0%

合計 度数 72 57 13 1 143

回 の % 50.3% 39.9% 9.1% 0.7% 100.0%

問６ 音楽を楽しむ機会が増えた

合計あてはまる

ややあては

まる

どちらとも

言えない

あまりあて

はまらない

あてはまら

ない

回 第２回 度数 10 7 5 0 0 22

回 の % 45.5% 31.8% 22.7% 0.0% 0.0% 100.0%

第３回 度数 10 16 3 1 1 31

回 の % 32.3% 51.6% 9.7% 3.2% 3.2% 100.0%

第４回 度数 17 6 2 0 0 25

回 の % 68.0% 24.0% 8.0% 0.0% 0.0% 100.0%

第５回 度数 18 13 3 2 0 36

回 の % 50.0% 36.1% 8.3% 5.6% 0.0% 100.0%

第６回 度数 17 7 4 0 0 28

回 の % 60.7% 25.0% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%

合計 度数 72 49 17 3 1 142

回 の % 50.7% 34.5% 12.0% 2.1% 0.7% 100.0%



46

変化に関する自由記述

音楽への関心が高まった

・この講座に臨み、「はじめての…」というより「あらためてのクラシック講座」という感

じで多角的な面から、また改めての気付きが多くありました。こんな講座を望んでいまし

た、感謝！ 次期も毎月のようにお願いしたいと思います。友人にも声をかけ、今回来て

くれました。

・何回か参加していくうちにクラシックが身近に感じられるようになった。宗次ホールに

も行ってみたい。

・ベートーヴェンの曲、聴いてみたくなった。

・一つひとつの楽器の演奏に興味が湧きました。

・やはり何かに参加すれば必ず発見があり、いろいろなことへの関心が増えるということ

が分かりました。

視野が広がった

・音楽の歴史を考えながら曲をみることができるようになりました。

・クラシックが深く分かるようになった。

・音楽家や楽器に対する見方が深まった（視野が広がった）。

問６ 日々の生活に楽しみができた

合計あてはまる

ややあては

まる

どちらとも

言えない

あまりあて

はまらない

回 第２回 度数 12 8 1 1 22

回 の % 54.5% 36.4% 4.5% 4.5% 100.0%

第３回 度数 12 18 2 0 32

回 の % 37.5% 56.3% 6.3% 0.0% 100.0%

第４回 度数 16 8 2 0 26

回 の % 61.5% 30.8% 7.7% 0.0% 100.0%

第５回 度数 22 7 6 0 35

回 の % 62.9% 20.0% 17.1% 0.0% 100.0%

第６回 度数 20 3 4 1 28

回 の % 71.4% 10.7% 14.3% 3.6% 100.0%

合計 度数 82 44 15 2 143

回 の % 57.3% 30.8% 10.5% 1.4% 100.0%
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音楽を楽しむ時間や機会が増えた

・今までクラシックは敬遠して演歌が好きと思い込んでいましたが、クラシックも聴きた

いと思い、それに関する本も読むようになりました。

・ＮＨＫのＥテレ、クラシック番組を見るようにしている。

・朝食時レコードを聴きながら食べています。

・ＮＨＫのＥテレ、クラシック番組に興味を持つようになり、今年のお正月のベルリンオ

ーケストラのニューイヤーコンサートは見入っていました。

・４０年以上のクラシックファンですが、益々好きになり触れる機会も増え、この講座を

聴けて本当によかったと思っています。

美しいメロディーに耳を傾けるようになった。

・クラシックの雑誌に目を通すことになった。

・クラシック雑誌を読むようになった。

日々の生活に楽しみができた

・講座が楽しみです

・コンサートに行くのが楽しみです

・自分の思い出になるコンサートを探しに行きたいと思いました。

＜文化の家が主催する企画への参加＞

この講座を受けるまでに文化の家が行う企画への参加経験があるかどうかを尋ねた。する

と、およそ 8割が「参加したことがある」と答えており、「参加したことがない」者は 2割
のみであった。

問３ 文化の家参加

合計参加したことがない 参加したことがある

回 第１回 度数 8 20 28

回 の % 28.6% 71.4% 100.0%

第２回 度数 8 31 39

回 の % 20.5% 79.5% 100.0%

第３回 度数 11 31 42

回 の % 26.2% 73.8% 100.0%

第４回 度数 4 31 35

回 の % 11.4% 88.6% 100.0%

第５回 度数 8 35 43

回 の % 18.6% 81.4% 100.0%

合計 度数 39 148 187

回 の % 20.9% 79.1% 100.0%
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参加経験のある者の頻度は以下の通りであった。年 5－6回が最も高い割合を占めていた。

＜行政が企画する行事への参加＞

この講座を受けるまでに行政が行う行事への参加経験があるかどうかを尋ねた。すると、

およそ４割が「参加したことがある」と答えており、「参加したことがない」者が６割を占

めた。

問３ 文化の家の企画への参加頻度

合計年１－２回 年３－４回 年５－６回 年７回以上

回 第１回 度数 9 5 2 4 20

回 の % 45.0% 25.0% 10.0% 20.0% 100.0%

第２回 度数 5 6 9 11 31

回 の % 16.1% 19.4% 29.0% 35.5% 100.0%

第３回 度数 4 4 13 9 30

回 の % 13.3% 13.3% 43.3% 30.0% 100.0%

第４回 度数 7 7 14 3 31

回 の % 22.6% 22.6% 45.2% 9.7% 100.0%

第５回 度数 8 10 13 4 35

回 の % 22.9% 28.6% 37.1% 11.4% 100.0%

合計 度数 33 32 51 31 147

回 の % 22.4% 21.8% 34.7% 21.1% 100.0%

問４ 行政参加

合計参加したことがない 参加したことがある

回 第１回 度数 21 6 27

回 の % 77.8% 22.2% 100.0%

第２回 度数 25 14 39

回 の % 64.1% 35.9% 100.0%

第３回 度数 25 16 41

回 の % 61.0% 39.0% 100.0%

第４回 度数 20 14 34

回 の % 58.8% 41.2% 100.0%

第５回 度数 18 17 35

回 の % 51.4% 48.6% 100.0%

第６回 度数 18 16 34

回 の % 52.9% 47.1% 100.0%

合計 度数 127 83 210

回 の % 60.5% 39.5% 100.0%
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参加経験のある者の頻度は以下の通りであった。分布は年 1‐2回と、年 7回以上とに二分
されていた。

＜考察＞

講座の内容は大好評で、毎回、満足そうな顔で帰っていく参加者の姿がとても印象的で

あった。講座そのものについては、開催時間を早くしてほしい、70分ではなく 90分がよい、
内容が濃いので分割したらどうかなどの意見があったが、内容に満足できないというコメ

ントは一つもなかった。高齢者が多く、長時間の講義が難しい対象が相手であるにも関わ

らず、伝え方や内容を工夫し、毎回、興味深い講座に仕上げてくれた講師の西野氏の力に

よるところが大きい。毎回、貴重な映像を観たり、話に応じた音楽をその場で聴いたりす

ることができ、大変内容の濃い講座であった。

この講座を受講することにより、参加者には音楽への関心が高まる、視野が広がるなど

のほか、クラシック音楽に触れる機会が増えた、関連する雑誌を読むようになったなど、

さまざまな変化が生じていた。何よりも注目すべきなのは、変化が心理的レベルにとどま

らず、行動レベルで生じていることである。この企画が参加者の生活によい変化をもたら

し、生活の質の向上につながったことが窺える。ちなみに講座のなかでも紹介した 2020年
2月 7日に文化の家で開催されたピアノとヴァイオリンによるコンサート「午后の佇み」に
は、初クラ講座の参加者が 28名も参加していた。

問４ 行政頻度

合計年１－２回 年３－４回 年５－６回 年７回以上

第１回 度数 2 1 1 2 6

回 の % 33.3% 16.7% 16.7% 33.3% 100.0%

第２回 度数 3 4 3 4 14

回 の % 21.4% 28.6% 21.4% 28.6% 100.0%

第３回 度数 3 4 3 4 14

回 の % 21.4% 28.6% 21.4% 28.6% 100.0%

第４回 度数 5 3 2 3 13

回 の % 38.5% 23.1% 15.4% 23.1% 100.0%

第５回 度数 5 0 2 8 15

回 の % 33.3% 0.0% 13.3% 53.3% 100.0%

第６回 度数 9 2 0 5 16

回 の % 56.3% 12.5% 0.0% 31.3% 100.0%

合計 度数 27 14 11 26 78

回 の % 34.6% 17.9% 14.1% 33.3% 100.0%



50

ただ福祉の事業の一環であるという点からみれば、いくつか課題が残る。この企画は参

加者の層、つまり、今まで市役所や文化の家が行う企画にはあまり参加しなかった人をど

れくらい呼び込めたかが一つのポイントとなる。第６回のアンケート結果によれば、参加

者の 8割が過去に文化の家の企画に参加した経験を有していた。講座を知ったきっかけも
文化の家のチラシと答えた者が多く、今回の講座は「もともと文化の家の企画に参加して

いた者のうち、特に高齢層のクラシックファンの満足度を高めた企画」であった、と総括

できる。それはそれで意味はあるのだが、福祉の事業であるという点から言えば、新たに

クラシック音楽が趣味になった、初めて文化の家に足を運んでみたところこんな面白い企

画をやっているのかと驚いた などの〝新規層″をより増やしていきたい。

企画段階では、退職から間もない人たちはどこにいるのかをテーマにブレーンストーミ

ングを行い、文化の家スタッフからはイオンやアピタのフードコート、コメダなどの喫茶

店にいるのではないか、という意見が出ていた。今後はより企画の対象者が集っていそう

なところにポスターやチラシを貼るなど、広報に力を入れ、狙った層の参加者が少しでも

増えるよう工夫していきたい。

その他、すべての回に参加した者が９名存在し、複数回の参加者が９割を超えていた点

も高く評価できる。この状況からは、最後の回で講座の全ての回の出席者を壇上に上げ、

修了証書を渡す、表彰するなどのセレモニーをしてもよかったかもしれない。今後は参加

者の達成感、自己肯定感の高まりをより促進するためにどのような講座運営ができるかを

工夫していくことが課題となる。

なお、今回の参加者に関しては、行政が企画するイベント（体操教室やサロンなど）に

参加する割合はあまり高くなかった。かつ、参加した経験があっても頻繁に参加する者と

ほとんど参加しない者に二分されていた。ここからは、文化の家が主催する企画には顔を

出すが、行政が企画する体操教室やサロンなどにはさほど関心を示さない層が一定数いる

ことが分かる。もしそうであるならば、男のサックスカフェと同じく、文化の家と市の他

課が協力しあうことにより、文化の家の行事参加者に他課が管轄する重要なまちの情報を

伝えることができるのではないか。市直轄施設として、市民へのサービスや情報提供をよ

り手厚くする点からの他課との協働のあり方についても今後、模索していきたい。
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第３章 2019 年度 福祉事業のプログラム評価

本章では2019年度の福祉事業について、プログラム評価の観点から効果検証を試みたい。
プログラム評価とは、社会的介入プログラムの効果性をシステマティックに検討するため

に社会調査法を利用することである。今日では、希少な資源をどこにどのように分配して

いくのかについて関心が高まっており、社会的介入の効果について評価を行うことは、以

前にもまして不可欠なものとなっている。

ここではＰ．Ｈロッシによるプログラム評価理論に基づき、文化の家が 2019年度に行っ
た様々な福祉事業（プログラム）について多面的な評価を行う。それらを通じてプログラ

ムの改善と今後の活動において有益な知識を得ることをねらいとする。

評価項目は以下の①～⑤の通りである。

①プログラムに対するニーズ（ニーズアセスメント）

・サックスカフェ

当初、参加予想は 5名程度であったが、申込時点で 12名、修了時点で 11名と、全体と
しては想定より多い参加があった。ただし長久手市居住者は 5名であり、ターゲットとす
る層が予想以上に参加したとは言えない。今回、参加者を集める手段は広報のみであった

が、来年度は多様なツール、たとえばケーブルテレビを使ったり、修了者によるコンサー

トを通じて参加者募集をしたりするなど、多様な形で企画を周知していく必要がある。

・依頼演奏 in 医療・福祉領域
市長寿課や社会福祉協議会などからの紹介で行う演奏であり、文化の家から積極的に企

画の実施を呼びかけているわけではない。昨年度、これら演奏に同行したスタッフからは、

子育てサロンでの演奏で、参加者がとても楽しんでいたという報告があった。依頼に応じ

ての演奏であるため、今後は先方の企画内容を理解したうえで、どのような演奏を行うこ

とがふさわしいのかを検討し、先方のニーズに沿う演奏を行っていくことが求められる。

・ふくしであーと

依頼がないなか、文化の家から演奏の実施を呼びかけており、2018－2019年はニーズそ
のものを創造している段階と位置づけられる。施設職員の呼びかけ方によるが、個別の「あ

なただけのコンサート」のニーズはかなりありそうである。

・初クラ講座

文化の家の企画によく参加する高齢者のなかには熱心なクラシックファンもおり、講座

には欠かさず出席、もっと長い時間にしてほしいという声が多数あった。文化の家ファン

の高齢者が欲していたニーズに沿った企画であったと言える。
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②プログラムの設計（プログラムのゴールと目標を明確かつ具体的に記述。プログラムが

その問題の改善に向けて妥当な計画を立てているかどうかを分析）

サックスカフェ、初クラ講座、ふくしであーと（夢の家、南生協病院、愛知小児センタ

ー）は目標やゴールが明確であり、それらに対するスタッフ間の共有もできていたと思わ

れる。依頼演奏 in 福祉領域、ふくしであーと（たいようの杜、百千鳥）については目標や
ゴールが定められておらず、何を目的にそこで演奏を行うのか、どのような変化を引き起

こしたいのかもあいまいな状態で進められており、軌道修正が必要である。

③プログラムの実施およびサービス提供（a.意図した目標に沿って、適切な対象に対し、確
実に実行されているかどうか b.必要な人材や資源を組織化し、最大活用できているかどう
か）

a. サックスカフェ、初クラ講座、ふくしであーと（夢の家、南生協病院、愛知小児セン
ター）については目標や対象を定めて計画的に実施し、期待通りの効果を上げることがで

きた。初クラ講座に関しては、定年期の高齢者を対象にしていたが、講義形式であったた

め、特に年齢で参加者を絞ることはせず、来てくれた人全員を受け入れた。結果として期

待通り、高齢層の参加者が多かったが、今後は文化の家ファンの高齢層以外の参加者も得

られるよう、広報のあり方を考えていきたい。また、新規層の獲得のために文化の家での

開催に加え、市内の他の施設（福祉の家など）での開催も考えていきたい。

b. サックスカフェでは講師がフランチャイズ・アーティスト一人しかおらず、グループ
に分かれての指導が必要だった場合に指導できる者がいない、という問題が発生した。こ

の状況は比較的早い段階から生じていたが、特に改善策を講じることがないままカフェが

修了してしまった。次年度以降は修了者によるカフェの運営が期待できるためこのような

事態になることはないと思われるが、文化の家スタッフは特定のボランティアに過大な負

荷がかからないよう目配りし、無理が生じている場合は速やかに会議を行って対応策を考

えるなど、問題解決を図ることが求められよう。

依頼演奏 in医療・福祉領域では、文化の家として「この機会を最大限活かすために、ど
のようなアーティストの起用がベストか」を検討する必要がある。フランチャイズ・アー

ティストを起用する場合、フランチャイズ・アーティストでなければできない他の事業と

の両立ができるのか、一つひとつの演奏の場に余裕を持って向き合えているかを見極めた

うえで依頼を行う配慮が必要であろう。

初クラ講座では、参加費を徴収しないことから事前に参加者数を把握するために申し込

み制とし、当日受付を行うこととした。しかし、参加者からは毎回申し込まねばならない

ことに対し「一度に申し込むことはできないのか」という意見が出ていた。スタッフが多

忙であったためか、当日の受付が 30分前になっても行えない回があり、高齢者が寒い廊下
でずっと待ち続けていたのが印象に残っている。結果として参加者数は毎回、ほぼ落ち着

いており、参加者からすれば寒い廊下でずっと待たされるよりも会場に入り、音楽を聴き
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ながらゆったりと講座に備えたいだろう。これらは単純に、受付を無くせばほぼ解決でき

る課題である。スタッフの数は限られているため、スタッフの業務を効率化し、アンケー

トの分析など必要な業務に力を集中させていくことが必要である。

④プログラムのアウトカム（インパクトアセスメント。プログラムによって変化がもたら

されることが期待される標的集団や社会状況を測定し、プログラムがどの程度、どのよう

な改善をもたらしたのかを測定する）

サックスカフェ、初クラ講座については効果検証を行い、どのような層に、これら企画

がどんな効果をもたらしたのかについて測定、分析することができた。また、ふくしであ

ーと（夢の家、南生協病院、愛知総合小児医療センター）についても、施設職員と話し合

い、一定の効果を上げることができた。

依頼演奏 in 医療・福祉領域は、現段階では特に効果検証を行っていない。今後はこの企
画について、誰に対し、どのような効果を期待するのかというところから検討を行ってい

く必要があるだろう。ふくしであーと（たいようの杜、百千鳥）についてはまずスタッフ

がこれら施設についての印象を共有し、何ができるのかを話し合う機会を設けていくこと

が不可欠である。そのうえで、活動の目標をどこに置くのか、どのようなゴールをめざす

のかを話し合っていく必要がある。

⑤プログラムの効率性（効率性分析…プログラムの費用とアウトカムとの関係を説明。費

用効果分析では、類似の目的を有するプログラムをその相対的な効率性の観点から比較す

る）

サックスカフェは、フランチャイズ・アーティストの時間と労力がかなり必要な企画で

あった。今年度は毎週、3カ月間行ったが、次年度も同じ期間行うのかについては検討が必
要である。可能な限り修了生の力を引き出すこと、そして活動の柱となる参加者を育成し

ていくことが鍵になるだろう。

依頼演奏 in医療・福祉領域では、行政連携の視点から先方のニーズに沿う企画が実施で
きているのかを確認するとともに、文化の家が行う「若手アーティスト育成」も兼ねた事

業にしていくことができれば、より効果的な事業運営が可能になると思われる。

ふくしであーとは、そもそもプログラムの費用に照らし合わせてアウトカムを測ること

が難しい企画である。ただしこれは、文化の家がマスタープランで掲げた以下の指針「市

が取り組むべきこと 教育・福祉・都市計画など様々なところで文化芸術が活用される」「年

齢や障害の有無にかかわらず文化活動をしやすい環境づくりに取り組むとともに、社会包

摂（ソーシャル・インクルージョン）等の視点から困難を有する市民への支援に文化芸術

を活用します」に合致する企画であり、今後の文化の家の活動を考えるうえで重要なもの

と位置づけられる。全体を通して、どのようなアウトカムを望むことができるのかを福祉

の価値観に基づき確認していきたい。
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初クラ講座については、講師の力量もあって大好評な企画であり、参加者層も経済的に

余裕がありそうな方が多かったように思われる。類似の目的を有するプログラムでは当然、

有料の講座であろう。今後の企画内容によっては、一部、参加者から費用を徴収すること

を考えてもよいかもしれない。また運営に関しても、さらなる工夫ができそうである。今

回、皆勤の参加者が 9名もいた。たとえば全 6回を通しての講座受講生を募集・登録し、
受講生には開校式や修了式を行い、聞き逃した講座は録画を見ることができる、宗次ホー

ルでの演奏会に出かける、音響の知識を豊かにする遠足に行くなどの特典を付けたらどう

だろう。文化の家として、コアなファン層の満足度をさらに高める工夫をしていきたい。
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おわりに

2018年後半から手探りではじめた福祉領域における芸術文化活動であるが、1年半が経
過した今、少しずつ形ができていき、多くの方に楽しんでもらえたことは企画者として大

きな喜びであった。活動を通じて出会った人たち同士の絆が深まり、音楽に触れて笑顔に

なっていく姿を何度も目の当たりにし、「音楽の力って、本当にすごい！」と感動した 1年
半でもあった。

これらの活動を実現させることができた背景には、多くの人たちの献身的な努力がある。

企画する側は常に手探り状態で、いったいそこで何が起きるのか分からずに、ただひたす

ら活動を行ってきた、というのが正直なところである。それぞれの企画に参加された市民

の皆様は、いろいろな場面で、至らない点に気付いたことだろう。そう思うと申し訳ない

気持ちでいっぱいになる。ただそれ以上に、多くの方から支持と励ましをいただくことが

できた。

本報告書をまとめるにあたり、参加者アンケートに書かれた言葉を読んでほっこりと温

かい気持ちになるとともに、その気付きの鋭さ、指摘の的確さに何度も手が止まり、頭を

抱えた。至らぬ点を面と向かって指摘することなく、常に協力的な姿勢で関わってくれた

皆様のやさしさに心から感謝を申し上げたい。

文化の家は今後も、福祉領域における芸術文化活動を続けていくつもりである。皆様か

らいただいた一つひとつの言葉を糧にして、今後の企画を充実させていきたい。一人でも

多くの方に、音楽の持つ魅力を伝えていきたい。そしてできることならば、次の活動では

これまでお会いした皆様と再会し、今度は一緒に企画を創り上げていく仲間として、とも

に活動をしていきたいと切に願う。

初クラ講座で講師を務めてくださった西野さん、文化の家スタッフの皆様、本当にお疲

れさまでした、そしてありがとうございました。また来年度、ワクワクする活動を創って

いきましょう。

2020年 3月 24日
日本福祉大学 社会福祉学部 湯原悦子

長久手市文化の家 フランチャイズ・アーティスト 石川貴憲
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付記 劇場職員の視点から

福祉事業の始動にあたり

生田創（長久手市文化の家 事務局長補佐兼事業係長）

文化芸術基本法（2017年 6月施行）、長久手市文化芸術マスタープラン（2018年 3月策
定）二つ指針の改定に「社会包摂」というキーワードが盛り込まれたことは、開館 20周年
を迎えた文化の家が進むべき方向を大きく示した出来事であった。そして、すべての公共

ホールにとって社会包摂への取り組みは、文化芸術が社会課題に対してどのような役割を

果たすのか、という明確で難題を伴ったミッションとなっている。文化の家が早々にこの

事業へ取り組むことができた背景には、積極的に市内へのアウトリーチを行ってきた実績

とともに、湯原悦子先生（日本福祉大学教授／長久手市在住）とのご縁があり、この事業

への深いご理解によって事業の具体化につながったことは幸運としか言いようがない。何

より湯原先生は音楽への造詣が深く、福祉への「活用」に対する理解が急速な信頼関係の

発展を促した。

さて、この 1年半はまさに試行錯誤であった。可能性のあることはすべてやってみる、
福祉関係者とのネットワークを広げる、フランチャイズ・アーティスト制度の始動なども

含めて大風呂敷を広げた１年だったように思う。その結果、計画的な動きができず、一つ

一つの取り組みを成立させることに追われてしまい、内容を深め発展させるまでには至ら

なかった点は悔いが残る。一方、こうした改善点を浮き彫りにさせたことで取り組むべき

フォーカスが定まったことはポジティブに捉えることもできよう。まだこの取り組みは始

まったばかりである。

私たち劇場職員は、福祉の分野において素人で、その現状を理解することに多くの時間

を必要とし、今もなお模索中である。当初私たちが考えていた文化芸術による福祉事業と

は、アウトリーチの対象を福祉施設の利用者や当事者に向け、接遇のノウハウを取得する

ことだと考えていた。しかし、それ以前に重要なことは、地域社会おける施設の立場、そ

して施設職員（または医師や看護師など）と利用者（患者）、構造的な関係性を理解するこ

とであった。最初に市内の施設を訪れた際に湯原先生が「一般的にみて違和感と思えるこ

とを注視してください」と言われたことを思い出す。そこには利用者が社会と隔離されて

いる現状や介護する側とされる側という福祉分野ならではの力関係があった。先生はこれ

を「どうすることもできない固定化した構造」であり「音楽はこの関係性を対等にする可

能性を持っている」と言われた。当初は正直なところ、実感できるところまで至っていな

かったが、この 1年半にさまざまな現場に立ち会い、利用者や当事者以外の要素、つまり
施設職員の働き方や人格、環境などもアクティビティの内容に大きく影響してくることが

判ってきた。つまり習得すべきポイントは、さまざまな状況への判断と変化を見出せる観
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察力なのだ。鑑賞者が喜ぶ姿や表情のみならず、それらが及ぼす社会構造への影響や効果

を意識し、音楽（アート）だから、高いクオリティだから実現し得たものは何かを検証す

る。これは文化の家が普段行っているさまざまな事業やアウトリーチなどにも必要な視点

である。

文化の家が目指すべきは、福祉の専門家になるということではなく、芸術の福祉的役割

を知るエキスパートになることと考える。文化芸術と福祉に従事する者は社会の良き未来

を目指して歩む点で同じあり、決して越えられない領域を補い合う点においてもこの二者

の連携は社会包摂的なまちづくりに向けた新しい可能性を示している。

さて、克服すべき課題も多い。福祉事業には一つ一つの取り組みに動機、ニーズの把握、

目的、観察、検証などのきめ細かな作業が必要であり、これには多くの打合せや時間を必

要とする。文化の家がマスタープランに基づいてすでに行っている多くの自主事業とのバ

ランスをどのように図っていくか、人員、予算、担当者の適正など現実的なことも鑑みて、

文化の家としてあるべき未来のビジョンを明確にしたうえで、今やるべき事業の優先順位

を見極める必要がある。昨今の社会的な状況を考えたときにこの福祉事業の重要性は高ま

るばかりだが、奥深く終わりのない取り組みを持続できる体制を考え、次なるステップに

臨んでいきたいと思う。

この 1年半に手探り状態の私たちを導き、献身的な協力でこの報告書をまとめてくださ
った湯原先生、数知れぬ現場で手抜きなく真摯に演奏してくださった石川貴憲さんと共演

者の皆様、部外者の私たちを快く受け入れてくださった福祉事業所職員と利用者の皆様に

この場をお借りして心より御礼申し上げたい。
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たいようの杜（2019.1.11実施 湯原レポートより）

＜グループホーム 1回目演奏＞
皆が話したり、テレビを観たり、くつろいだりしている状況のなか、奏者がキーボード

の準備を行い、演奏を始めました。はじめは何事か、という印象でしたが、ふるさとを演

奏したら雰囲気ががらりと変わり、その場にいた高齢者全員が歌詞を口ずさんでいました。

…驚きの光景でした！ ふるさと、こんなにつかみがいいとは思いもしませんでした。

その後、男性の方が歌の希望を言う、という場面がありました。やりすごすこともでき

ましたが、この場に触発され、自分の希望を言いだす、という動き（つまり、受け身から

の転換）につながったことは大事にしたい一瞬でした。スタッフの機転で譜面が用意され、

奏者が最初のフレーズを吹いた時のこの方の変化は驚きでした。顔に生気が出て、笑顔が

出、歌い始めました。ともに座っていた他の男性入居者の方も手で拍子を取り出し、とて

もよい雰囲気になりました。

演奏が進むにつれ、常に不安を口にしていた女性は笑顔になり、飛行機に乗った話を繰

り返していた女性は「生きているとええことがあるねえ」と繰り返していました。入居者

の認知症はかなり重度であり、日常会話はほとんど成り立ちません。それでも音楽を聴い

て、こんなに和やかでよい雰囲気になるとは、驚きです。福祉支援者が何日かけたとして

も起こせる変化ではないです。音楽の効果はすばらしいです。

私が最も驚いたのは、テレビの前、ピアノ奏者の最も近くにいた女性の変化でした。

この方はずっと暗い顔をしており、演奏の前にお声がけしたのですが全く反応がありま

せんでした。それが、演奏が終わったら笑顔で涙を浮かべていらっしゃり、横にいた私に

ハグし（これは、私からではありません）、おずおずと「ピアニストと握手したい」と言っ

たのです。すぐにピアニストに来ていただき、握手をしたとき、ほほえむとともに涙を浮

かべ「ありがとう」と言いました。奏者２人と握手をし、この方は今までで一番、幸せそ

うな表情になりました。…信じがたい、劇的な変化が生じました。

＜グループホーム 2回目演奏＞
前回と違い、場がもうすでに聴く形になっていました。聴きたくない人もいるかもしれ

ないので、次回はできれば準備された場で演奏するのではなく、突然の路上ライブがよい

と思います。

この回もふるさとの反応は抜群で、私の横に座っていた女性はサックスに合わせ、大き

な声で高らかに歌い出しました。ピアニストが反応し、にっこり笑顔を返してくださって、

横にいた私自身もとても温かい気持ちになりました。

＜あなただけのコンサート（個別リクエストに応じた演奏）＞

リクエストをくださった方はなんと 100歳を超えており、FMで音楽を聴くのが趣味で、
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体調があまりよくないなか迎え入れてくださって、音楽好きなことやフルートを吹くお孫

さんの話などもしてくださいました。施設のなかで「あなただけ」という、特別な予定と

時間を持ち、自分のために人が訪ねてくる、そして職員以外の人と楽しい時間を過ごすと

いうのは、施設に入所するとそうそうあることではありません。こういう形での演奏会は

もっと行っていきたいです。スタッフが写真を用意してくださって、さらに「あなただけ」

感を出すことができました。奏者２人のサイン入りで、とてもよい思い出になるでしょう。

そして、全体演奏で声をかけてくれた女性。この方は、お話ししていて何ら支障を感じ

ない方でした。とてもクラシック好きで、歌謡曲ではなくクラシック、好きな曲はありま

すかと聞くと「私はまだ勉強不足…」と謙遜され、ご希望を口にされませんでした。でも、

家路の演奏をとても喜んでくださいました。こういう方には、サプライズの「あなただけ

の演奏会」をしたいですね。奏者にとっては突然のリクエスト、お願いの連続でとまどい

もあったと思いますが、本当によくご対応くださいました、ありがとうございました。

2回目の「あなただけ」はフロアでの演奏になりました。このとき、私は入居者の皆さん
の姿にかなり戸惑いを感じていました。社会に対し不満と文句を言い続ける男性、何もす

るでもなく、寝ているのか起きているのか分からず、ただそこにいるだけのように見える

人々。私のなかには、初めて特別養護老人ホームを訪れたときの経験がよみがえっていま

した。私たちがここにいる意味は何なのでしょう。入居者の皆さんにとって日常である場

に私たちが入り込んだわけで、全く余計なお世話なのですが、これはいろいろな意味でハ

ードルが高い、と思わずにはいられませんでした。私が戸惑っていたとき、ピアニストが

「この方々の心のなかに熱い思いがあるのを信じるというのは…」とおっしゃいました。

そう、その通りですよね。ふくしであーとは、そこが肝です。我に返った瞬間でした。

＜フロアでの全体演奏＞

これは何ら予定をしていなかったのですが、演奏が進むにつれ、職員の方がベッドで寝

たきりの入居者の方々を次々と連れてきてくださったことに驚きました。寝たきりの入居

者の方に対してのアプローチについては、あらためて考える必要があります。また、この

ふくしであーとが可能になったのは、完璧にセッティングしてくださったスタッフの皆様

のおかげです。様々なご配慮、心から感謝します。

福祉施設でのアウトリーチはこれから本格化していきます。皆で力を合わせてがんばり

ましょう。そして近いうちに、お互いの気付きを分かち合う機会を持てたらと思います。

そして、そのなかから私は検証すべき「効果」を確認していきたいと考えています。
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夢の家

第１回 2019.4実施
会場の食堂にはかなりの人数が集まっていた。ほぼ全員が車椅子。自力で運転できる方

もいれば、身動きがとれず職員に移動を全て頼らねばならない人もいる。中年～高齢者が

多いが、ちらほら 20代か 30代くらいの方もいた。開始当時は利用者 50名くらい、職員は
6名ほど。全介助で伸身の車椅子は移動が大変そうである。
会場は天井が高く、明るく、そよ風が吹いている。職員の方々が飲み物を人数分用意し

てくださっていた。荷物や楽器の運搬も率先して手伝ってくださって、歓迎ムードを感じ

る。スタッフから利用者の方にご挨拶。応じてくださる方は 3割ほどであった。何人かは
スタッフから渡された鈴を握っていた。

13:30～ 全体演奏開始

涙そうそう 中央で曲に関係なくしゃべっているように見えた女性は、近くに行くと、話

していた言葉は歌詞で、自分なりに歌っていた。気付くと 10名くらいの方々が手に鈴を持
っており、歌に合わせて鳴らしてくれる。やさしい鈴の音はリズムからずれていても心地

よい。

奏者の自己紹介 多くの方が頷きながら、にこやかに聞いている。寝たきりの女性が目

をつぶりながら拍手していた。利用者に家族が寄り添っている方が数名いた。

高校３年生 思い思いの動き、楽しそう。

津軽海峡冬景色 冒頭「おーっ」という声。サックスの野太い音にびっくり。

楽器紹介 「どうやって音出しているか分かりますか」「わかんなーい」

マウスピースだけの音「わー」

マウスピース＋ネック 「わーすごーい」

「後で個室にうかがいます」「いいな～」

ここで、車いすの横板をバンバン叩く女性が出現。職員の方からお言葉がけ。利用者は

職員の手を離さず、「うーうー」と何かを訴えたい様子。そのまま女性は退場された。

ロマンス 皆、静かに聞き入る。それまでにあった「あー」「うー」などの声、ほとんど

なくなる。

リベルタンゴ 終わると「もう、終わっちゃうのー」の声。

最後、利用者代表の方がご挨拶され「ありがとう、また来てください」といってくださ

った。
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演奏後、入居者の方と会話する。「いかがでしたか」「楽しんでいただけましたか」の声

掛けに、「ありがとう」の言葉あり。ニコニコ笑っていた 30代くらいの男性はトーキング
エイドを使っていた。「いかがでしたか」と声をかけると、ゆっくりキーボードに「すごい

ですとね」と入力された。奏者が近寄ると、またゆっくりキーボードに入力、うまくいか

ず何度もやり直したのち「いきぴったりでした」とのコメントをいただいた。

スタッフのお一人が「感動しました！」とおっしゃってくれた。

＜個別リクエストによる演奏曲＞

リクエスト者 兄 山口百恵 さよならの向こう側

リクエスト者 本人 ＤＡＰＵＭＰ ＵＳＡ

リクエスト者 母 泰葉 水色のワンピース

リクエスト者 母 テレサテン つぐない

リクエスト者 本人 松任谷由実 まぶしい草野球

リクエスト者 本人 イルカ なごり雪

リクエスト者 本人 ジョン・デンバー カントリーロード

リクエスト者 本人 冠二郎 炎

リクエスト者 担当職員童謡 故郷

リクエスト者 本人 鈴木まさゆき 泣きたいよ

リクエスト者 本人 モモクロ いくぜ怪盗少女

リクエスト者 本人 スマップ 世界に一つだけの花

リクエスト者 担当職員 秦基博 ひまわりの約束

リクエスト者 妹 さっちゃん、さくらさくら

＜個別リクエストによる演奏の状況、実施後の感想＞

Ａさん 母によるリクエスト。ご本人もさることながら、お母様が大変喜んでくださった。

（母）

娘の笑顔を見られて嬉しく思います。２人で思い出の曲を一緒に楽しめました。写真まで

いただけたので、時折コンサートのことを思い出して２人でよかったねと振り返っていま

す。一緒に聞けてよかったです。よい思い出ができました。

Ｂさん 演奏の時は目をつぶっていたが、個室では話をしてくださった。「なぜこの曲をリ

クエストされたのですか」の質問に、息だけの声で「映画の「耳をすませば」で知った」

とお答えくださる。かすかな声に耳を傾け、聞こえた内容を口に出し確認することにより、

お気持ちを理解することができた。
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（本人）

わざわざ居室に来て、私だけのために演奏してくださり感謝しております。

Ｃさん 職員によるリクエスト。よく歌っているそう。今回の演奏でも一緒に歌っていて

ほっこり。

（担当職員）

入所されたばかりで施設にまだなれていない面もあったのですが、演奏会を機に本人の笑

顔が増えたと思います。施設での集団生活で個々のケアが行き届かない面がありますが、

今回の演奏会を通して、個人個人にあったケアの大切さを認識しました。

Ｄさん 利用者代表でご挨拶された。ユーミンがお好き、とのこと。ゆっくり話せばもっ

と会話ができそう。お話ししたい、という気持ちを感じた。

（本人）

普段 CDで聞いている大好きなユーミンの曲を生で私だけのために演奏していただき、嬉
しかったです。今度は加山雄三の曲をリクエストしたいです。（林さん情報によると、演奏

会後「外に出たい」と言い出され、レスパイトを企画されたそう）。

Ｅさん お母様によるリクエスト。お母様はこの曲が大好きだそう。本人はカラオケ好き

で、マイクを手に持ったら話さないらしい。笑顔はあるが、言葉は発しなかった。

（母より）テレサ・テンの好きな歌を娘にプレゼントすることができてよかった。娘も大

変喜んでいた。素敵な企画をしていただいてありがとうございました。

Ｆさん 妹さんとお母様がいらっしゃっていた。妹さんのリクエスト。家族をあげて喜ん

でくれた。家族愛を感じる。妹さんによると、「表情が違いました」「呼吸が変わっていた」

とのこと。写真を目にし「いい顔、よかったね」とにっこり笑った。

（家族）

本人の大好きな歌を居室で演奏していただき大変感謝しております。本人も家族みんなも

とても温かい気持ちになりました。素敵な企画をありがとうございました。スポットライ

トをあてていただき本当によい機会でした。

Ｇさん 廊下の一角で演奏。とてもよい笑顔。職員の方々も入り、皆さんノリノリ。知ら

ないうちに観客が増えている。

（本人）

身体を動かして楽しめました。一緒に演奏しているような気分になってとっても楽しかっ

たです。わざわざお越しいただきありがとうございました。
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Ｈさん 順番が来る前からカメラを用意していた。Ｇさんへの曲も一緒に楽しんでいた。

ご自身の曲に対してはポーカーフェイスだったが、喜んでいただけた感じはある。

（本人）

近い距離での生演奏、迫力がありました。サイン入りの写真までいただきありがとうござ

いました。

Ｉさん

セッティングが移り、奏者が次のお部屋に向かい、スタッフも「ありがとうございました」

と去ろうとした瞬間、「次回は、ハナミズキをやってください」と希望を口にされた。すぐ

に奏者に戻ってきてもらい、スマホで譜面検索、スマホを見ながらアカペラ演奏。彼女は

結局、最後まで車椅子で動いて各部屋の演奏を聴き、お別れのときまで一緒にいてくださ

った。

（本人）急きょのリクエストにも関わらず演奏していただき、さすがプロだと思いました。

サクソフォンどくときの音量とピアノとのハーモニーが心に響きました。次回はちゃんと

事前にリクエストをしたいと思います。

Ｉさんがスタッフに「次回は、ハナミズキをやってください」と口にされたのは、セッ

ティングが移り、演奏者が次の方の部屋に向かおうとした瞬間であった。全体演奏のとき

は微笑まれ、お好きな曲は「ポップスです」とだけ答えていた方である。この時、初めて、

自らの希望を口にされる、という行動が見られたことは大変、喜ばしいことである。

Ｊさん 全盲の方。最高齢だそう。左から大声で話しかけないと聞こえない様子。写真を

お願いした時、固い顔で沈黙された。これがＮＯのサインだということに、もっと素早く

気付くべきであった。

（本人）

居室まで来て演奏してくださり恐縮しております。迫力があってよい機会になりました。

またぜひ聞きたいです。

Ｋさん 音が鳴るとすぐ笑顔に、そして無表情に戻り、終わるとまた満面の笑顔に。写真

のときは笑顔満面。満足いただけたよう。部屋を出たら女性職員の方が「驚きました。Ｋ

さん、いつもは音楽でホールに集まっても落ち着いていられなかったんですよ。個別にや

っていただけて、本当によかったです。」とお声掛けくださった。スタッフはこの笑顔満面

の方にそんな一面があったのか、と驚く。

（担当職員）

初めての経験で最初は戸惑ってみえましたが、徐々に笑顔になり、途中からは満面の笑み

になりました。ご本人の大好きなドラえもんの唄をリクエストしてよかったです。
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Ｌさん 20代くらいの若い女性。倉橋さんがももクロの話をしてくださって、うれしそう
だった。また、昨年の実習生を覚えていたようで、湯原から「実習生がよろしくと言って

いました」と伝えると、これまたうれしそうだった。

（本人）

大好きなモモクロの曲を聞けてうれしかった。実習生さんを通して湯原さんに伝わり、サ

ックス奏者に伝わり、今回の演奏会が実現したと聞いて人とのつながりを感じた。

Ｍさん セッティングしに先にお部屋へ行ったとき、職員さんから「あ！口紅塗ってる～！」

と言われ恥ずかしそうにしていた。全体演奏をニコニコされながら聞いていた。個別演奏

のときも、にこやかに迎えてくださり、じっと聞き入っていた。終わると「感動しました」

と涙していた…こちらも感動。

（本人）

演歌をリクエストしてしまったので心配しておりましたが、上手に演奏していただき、感

動で涙が出てきました。私一人のために多くのスタッフの皆様が動いてくれているのを見

て、ひとりで生きているのではないという勇気もいただきました。

Ｎさん 出口近くの廊下で鑑賞。ハプニングで譜面が迷子、最後の小節だけ書き写すこと

に。その間、じっと待っていてくれた。なぜこの歌か、とお聞きしたら「サックスに合い

そうだったから」のお返事。ラッツアンドスターの話で楽しく会話できた。

（本人）

生で自分の好きな曲を演奏してもらえてよかった。また、ぜひ来ていただきたい。

その他

当日、入院されてキャンセルになったＯさん

（ご家族）

残念ながら急きょ入院してしまい、コンサートを聴けませんでした。招待状までいただき

申し訳なかったですが、参加された他のご利用者や職員から大変良かったとお聞きしてお

ります。また、機会があればぜひ、今度こそは参加したいと思います。それまで体調管理

に努めます。

＜職員の方々の感想＞

石川様、湯原様はじめ、文化の家のスタッフの皆さんがチームとして一丸となってご利

用者の方に幸せや元気を、音楽を通して届けようといった気持ちが伝わってきました。実

際の演奏の音や皆様方の表情や対応から、そのことがこちらのスタッフにも、ご利用者ご

家族にもひしひしと伝わってきたので、とても温かい気持ちになりました。また大変勉強
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になりましたし、私共に足りないものもたくさん教えていただけました。

招待状に始まり、当日の居室での演奏、サイン入りの写真全ての演出がパッケージとし

て完成されており、しっかり打ち合わせをされて準備していただいたのだと感動しました。

演奏していただいている間の利用者や家族の反応も見ていて胸が熱くなりました。

感想をご利用者やご家族にお聞きしているときも、その時の状況を思い出されて笑顔にな

されていました。皆さんの一生の思い出になったようです。

我々スタッフもご利用者の一生の思い出ができるように、スポットライトを当てるよう

な演出を考えて行けたらと思い、今後の援助の大変参考になりました。かっこよかったで

す。サクソフォンを習いたい、演奏してみたいと思いました。

＜次回開催に向けた案＞

今度は職員リクエストを取り上げ、トークショーをやるといいかも。そうすれば利用者

が職員の人間性、今まで知らなかった側面を知ることができる。また、次回の利用者リク

エストでは、サックス＆ピアノであることを踏まえたリクエストが来ると思う。これは、

単に好きな曲を出すのより、一段上のレベルである。

ユーミン好き、など好みがはっきり分かる方には、こちらで曲を用意してもいい。利用

者は「自分の好みを覚えて、準備してくれた！」という気持ちになる。選曲は、クラシッ

クのプロとして、自分が本当によいと思う曲を自信を持って提案していただければよい。

他の人が夢中になっている曲に関心を持ち、好きになるのは日常生活においてよくあるこ

と。これをきっかけに聴いた人がクラシック好きになるかもしれない。

いつか、施設の近くの小ホールを借りて演奏会を開催できるとよい。「予定がある」「出

かける楽しみ」「お化粧や整容」「共通の話題作り」などの効果が見込める。半分、地元の

人をお呼びする。入場料はなるべく抑え、今後の活動のための募金をお願いするとよいか

も。

＜職員から見た企画の効果＞

担当職員Ｐさん

（終了後のメールより）

普段あまり落ち着きがないご利用者もしっかり聞き入っておりました。また、招待状を

いただきお一人お一人へのプレゼントとして居室をまわっていただき、サイン入りの写真

までいただき、職員も利用者もご家族も大変感激しております。湯原様もお一人お一人に

曲のエピソード等を交えて丁寧に接して下さり、今後の援助に大変参考になりましたし、

皆様の優しく丁寧な接し方は職員一同見習わないといけないと思いました。

石川様はじめ文化の家のスタッフの方との連携も素晴らしく、あそこまでの演出をして

下さるとは想像していなかったので本当にびっくりしました。本当にありがとうございま

した。是非また来ていただきたいと思います。
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（ヒアリングより）

その場を楽しむことができた。また、その場で終わるのではなく、その後も、次につなが

っていく。この企画の後、利用者さん同士で話題になっているのを耳にした。また、家族

が写真を見て思い出を語っていた。コミュニケーションのきっかけとしての効果が見られ

た。

担当職員Ｑさん （ヒアリングより）

音楽でも歌が入っていないとだめなのでは？と思う気持ちがあったが、大丈夫だった。

自分達も見たことがないような表情を見せていた。いい表情をするなあ、と思った。ぜひ、

職員に見てもらいたい。職員の担当を順繰りに回していきたい。

また、余韻が残る。利用者のなかには機嫌がよくなった人がいて、そのよい機嫌が落ち

込むことなく、なだらかに続いていた。音楽療法だと、タンバリン叩いて、とか強制にな

る。今回は音楽を楽しむことが主であった、それはとてもよかった。

夢の家 第２回 2019.9実施

担当職員の方の誘導でセッティング。前回と同じく、数名の利用者が手に鈴を持ってい

た。

＜曲目＞

浜辺の歌 入所者さんの肩をゆっくり叩きながら聴き入るお母様、ご家族。

小さい子どもが手を振って踊っていた。

紅葉

あかとんぼ 皆さん、やさしい音色にまったり。

職員リクエスト 2曲
Ｒさん（介護職）

SWEET19ブルース by 安室奈美恵
一緒に歌ってほしい、とお願いすると「絶対やだ」。でも高校時代以降、楽しいこと、つら

いこと、いろいろな節目でこの曲を聴いており、曲とともに思い出がよみがえった、とお

っしゃっていた。スマホで歌詞を見せるとじっと目で追いながら曲に浸っていた。終わっ

たら「涙でそう」とつぶやいた。

職員 緊張していましたがサクソフォンの美しい音色に癒されました。好きな曲をプレゼ

ントしていただくのは人生初の体験だったので大変嬉しかったです。
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★Ｓさん（看護師）

片思い（浜田省吾）

エピソードをお願いすると「いつでも用意はできています」と気合十分。修学旅行の切な

い思い出、教育実習の先生への淡い思いをおもしろおかしく語ってくださった。演奏時は

笑顔で聴き入っていた。

職員 うまく話を引き出して下さったので、面白おかしく話をすることが出来ました。青

春時代の懐かしい思い出を思い出して心がときめきました。

サクソフォビア 「すごーい！」という顔になった。

終了時、前回は個別リクエストをくださったＭさんが代表してご挨拶された。

「本日は 2回目ありがとうございました。またお聴きしたいと思います」。
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２．個別演奏

リクエスト者 本人 いとしのエリー（サザンオールスターズ）

リクエスト者 本人 禁じられた遊び

リクエスト者 兄 いい日旅立ち（山口百恵）

リクエスト者 本人 レイニーブルー（徳永英明）

リクエスト者 本人 銀河鉄道９９９（ゴダイゴ）

リクエスト者 父 ひょっこりひょうたん島

リクエスト者 母 テレサ・テン（つぐない）

リクエスト者 妹 ジュピター（平原あやか）

リクエスト者 妹 さくらさくら、さっちゃん

リクエスト者 職員 F1グランプリ（Tスクエア）
リクエスト者 職員 宝島（Tスクエア）

Ｔさん

誠実そうなお父様のリクエスト。家でよく聴いて喜んでいたらしい。ご自身は最初うつむ

いていたが、曲とともに伸びあがったり、メロディーに合わせて体を動かしていた。
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Ｅさん（2回目）
お母様が大好きな曲をリクエスト。前回と同じ曲。ご本人は 50歳代だそうだが、とてもき
れいな肌であることに気付き、お母様と美肌話で盛り上がる。演奏中、目をつぶって寝て

いるようだったが、気持ちよさそうだった。

母：発作が多く体調を崩しがちでしたが前回の演奏後から発作が無く体調も良く元気に過

ごせたと思います。皆様の力に感謝です。

Ｄさん（2回目）
今回は全体演奏に参加されていなかったため心配したが、再びの訪問をとても喜んでくれ

た。加山雄三の曲も好き、と話す。今回はなぜかサザンの愛しのエリー。サビで手をパタ

パタさせ、ノリがよかった。

本人：２回目だったので始まる前から嬉しくて泣けてきた。すごく楽しみにしていた。や

っぱり素晴らしかったです、ありがとう。

Ｕさん

職員の方リクエストでオーメンズオブラブを演奏。表情があまり変わらず、感情を読み取

ることができなかったが、終わったら「よかったです」と拍手してくださった。

本人：懐かしかったです。昔を思い出しました。

Ｆさん（2回目）
全体演奏に参加、気持ちよさそうにハンカチを振っていた。2回目なので妹さんもお母様も
ゆったりしている。さくらさくらの演奏後、「さっちゃん」も演奏する、と告げたらとても

喜んでくださった。では「たっちゃんです」と曲紹介したところ、ご家族ニッコリ。お母

様がよく歌って聞かせていた、とのこと。

妹：前回に引き続き２回目もありがとうございました。母がよく歌っていた思い出の曲な

ので母の温かい思い出を再び兄弟で懐かしく感じることが出来ました。

Ｖさん

ご本人リクエスト。ご本人曰く、音楽好きでこの「禁じられた遊び」は「小さいころから

よく聴いていた」そう。付随運動あり、足で電子オルガンを演奏したことがあると言って

いた。

本人：サクソフォンで演奏しにくい曲をリクエストしてしまったみたいで申し訳ありませ

んでした。一生懸命演奏していただき、大変嬉しかったです。私も最高の笑顔になれまし

た。（本人）
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Ｉさん（2回目）
前回、ハナミズキを当日演奏した方。「今回はリクエストしました」とおっしゃった。銀河

鉄道 999をリクエスト。終わったら「よかったです」。また全体で演奏する曲とか、好きな
曲をおっしゃってくださいね、と話したら、演奏後に控室にいるとき、職員の方に連れら

れ、「いいですか？」と尋ねて来てくれた。「楽しい曲をお願いします」と話される。そば

にいた職員さんに「希望言えた！」とにっこり。

本人：前回急きょのリクエストにも対応していただき今回も選ばれて嬉しいです。自分が

主人公になれた気がしました。結婚した時の主人公だった頃のことを思い出しました。懐

かしい思い出が走馬灯のように一瞬で駆け巡りました。嬉しかったです。（本人）

Ｗさん

入院されたＯさんがリクエストした「いい日旅立ち」をそのまま演奏。全体演奏のときは

鈴をふって参加してくださった。前回の訪問ではいらっしゃらなかった若い方である。

職員：懐かしい曲に聞き入っていました。短期記憶の出来ない方なのですぐに忘れてしま

うかと思っていましたが「良かったまた聞きたい」とおっしゃられていました。喜んで頂

けて良いプレゼントが出来たと思います。今後も良い関係を続けていけそうです。
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Ｘさん

お部屋にはＦ１なのか、バイクが疾走している写真が飾ってあった。車やバイクが好きら

しい。職員のリクエストでＴスクエアの Truthを演奏。「よかったです」と言ってくださっ
た。

本人：２０代の仕事をしていた若き頃を思い出しました。懐かしい！！

Ｙさん

「妹さんがサクソフォン演奏でプレゼントしたい曲」として、ジュピターをリクエスト。

お兄さんは演奏後、「聴いたことがある」と話す。何よりも妹さんがとても喜んでくださっ

た。

本人：妹がリクエストしてくれていたなんて当日まで知らなかったので嬉しくその気持ち

が大変嬉しかったです。

妹：素敵なハーモニーで聞き入ってしまいました。兄も喜んでくれてサプライズプレゼン

トが出来ました。ありがとうございました。
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Ｎさん

前回同様、サックスに合う曲を考えてリクエストしてくださった。久しぶりの再会を喜ん

でくれた。第二希望のレイニーブルーを演奏。しっかり耳を傾けてくれ、「声が好き」と話

してくれた。

本人：スポットライトが当たって嬉しかったです。若い頃（綺麗な頃）を思い出し若返り

たいと思いました。もっとやせねば…と目標が出来ました。

帰るとき、担当職員のＰさん＆Ｑさんに機材運びのお礼を述べた際、「Ｓさんの選曲（片

思い）エピソードは楽しかった」「私たちはいつでも来ていただきたいです」とおっしゃっ

てくださった。

Ｐさんはオーメンズオブラブを録画されていた。後日、メールで「個人的にＴスクエア

のオーメンズオブラブを何度も繰り返し聞かせていただいております。私が高校生の頃に

よく聞いた曲で思い出して青春を懐かしんでおります。ギターのソロの部分までサクソフ

ォンで上手に表現されており感動致しました。ちょうど同窓会がありますので高校の友人

にも聴かせたいと思います」とのメッセージをいただいた。



75



76

長久手市文化の家

福祉事業報告書 2018・2019年度

発行日 2019年 3月 27日
執筆 湯原悦子、石川貴憲

編集 湯原悦子、石川貴憲

発行 長久手市文化の家

〒480-1166 愛知県長久手市野田農 201番地
電話：0561-61-3411
https://www.city.nagakute.lg.jp/bunka/ct_bunka_ie.html



長
久
手
市
文
化
の
家
　 

福
祉
事
業
報
告
書 

２
０
１
８
・
２
０
１
９
年
度


