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第 13 号
（2019 年春）
平成 30 年度下半期(H.30 年 10 月～H.31 年 4 月)の主な活動記録


11 月 3 日 大安寺国際縁日 アゴラ太鼓出演



12 月 2 日



4 月 13 日 アゴラ音楽クラブ交流会

HUG²まつり（奈良市はぐくみセンター）アゴラ太鼓出演

平成 31 年度（令和元年度）上半期の主な活動予定


6 月 29 日 生駒めぐみ教会サロンからしだね



７月 27 日 日本小児臨床アレルギー学会 レセプション演奏

依頼演奏

アゴラ音楽クラブ 第 16 回コンサート
令和元年 9 月 7 日（土）

13：30 開場

やまと郡山城ホール

14：00 開演（予定）

小ホール
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アゴラ音楽クラブの活動より
11 月 3 日

大安寺国際縁日 於大安寺境内
紅葉の映える秋晴れの一日、
大安寺の境内で開催された国
際縁日にアゴラ太鼓が参加し
ました。アジア各国の留学生た
ちがお国自慢のお料理の屋台
を出し、パフォーマンスも披露
して、交流を図るイベント、ア
ゴラ太鼓も久々の屋外での演
奏に熱が入りました。

12 月 2 日

Hug２まつり

於奈良市はぐくみセンター

毎年恒例の Hug まつり、
２

年々参加者も増え、出展ブース
も所狭しと並んでいます。アゴ
ラ太鼓はいつものようにオー
プニング演奏をつとめさせて
いただきました。主催は奈良市
ボランティアインフォメーシ
ョンセンターで、ここには登録
団体のファイルが並べられて
おり、NPO 法人アゴラ音楽ク
ラブの情報も閲覧できます。ど
んひゃらだよりのバックナン
バーもあります。

４月 13 日

アゴラ音楽クラブ交流会

日頃大変お世話になっている会員の皆様との交流の場をと、今回初めての試みとして交流会を開催さ
せていただきました。いつものコンサートでは、舞台と客席という少し離れた距離での応援をいただい
ておりますが、今回はすぐそばでの会員様とメンバーとのアットホームな交流を目的にやまと郡山城ホ
ールのレセプションホールに於いて、開催させていただきました。
ここで少し当日の流れを紹介させていただきたいと思います。
ピアノとマリンバを囲んだ A から H の 8 つのテーブルを設置し、当日お越しいただいた会員の皆様に
は、抽選で各テーブル席に着席していただきました。
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そしていよいよ定刻になり、開演です。チャンチキに続いて桶太鼓を担いだ太鼓のメンバーが、堂々と
「南都」を披露し、アゴラ魂が会場に響き渡りました。大きな大きな拍手をいただき、清々しい表情の
メンバーたち。
次に来賓挨拶として、社会福祉法人あゆみの会 胎中晴美様よりお言葉をいただき、そして主催者側の
理事長が挨拶いたしました。
そして各テーブルでは、メンバーが前もって一人ずつ一生懸命絵付けして準備していたコーヒーカッ
プに、お好きな飲み物が注がれました。また日頃メンバーが事業所で作っているいろんな種類のパンや
マドレーヌ、ラスク、プリン、豆腐等々を各テーブルにお届けし、それぞれの事業所で製造に携わって
いるメンバーたちが商品紹介をいたしました。

美味しいお菓子に会話も弾む中、スクリーンには、アゴラ音楽クラブでの日頃のレッスン風景やメン
バー1 人ずつを紹介したプロモーションビデオを投影いたしました。メンバー1 人ずつの紹介では、当
日出席できなかったメンバーも含め、全メンバーが用意した一人約 5 枚の写真とメッセージをバックミ
ュージックに乗せて会場の皆様にご覧いただきました。
そのあとは、有志のメンバーによるコンサートです。まずはピアノ演奏から日頃の成果を披露しまし
た。独奏あり、連弾あり。緊張で震える手や足、舞台とはまた違ったメンバーの一面を感じていただき、
会場は一体感に包まれとてもなごやかなひとときとなりました。続いてマリンバメンバー3 名とピアノ
1 名によるマリンバアンサンブルを披露しました。曲によってバチを持ちかえたり、何本も持ったり、
どの曲も細やかなバチの動きや息づかい、お互いを思いやりながら一つの曲を共に作り上げていくマリ
ンバアンサンブルの演奏を、手が届くような距離で感じていただくことができ、会場内から歓声ととも
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に大きな拍手をいただきました。
そして次は、テーブル対抗の曲当てゲーム、イントロクイズです。童謡から演歌まで、いろんな世代
の方々に向けて 25 曲程用意いたしました。わかった時点で、手を挙げて大きな声で曲名を答えていた
だくというルールです。それもきっちりと正確な題名でなければ正解になりません。
「曲は、わかるの
に、題名がわからない！」とおっしゃってた方や歌詞の一部が題名になっておられた方など、皆様楽し
みながら真剣に挑戦してくださいました。途中所々に、「みんなで歌いましょう」のコーナーや講師に
よる『ヴァイオリンソロの曲』や『マリンバソロの曲』を織り交ぜながら進めていきました。楽しいひ
とときは本当にあっという間に過ぎ去り、そして結果発表。何と 1 位は、3 グループ同点となりました。
宴もたけなわ、最後にメンバーによる感謝の言
葉、続いてアゴラ音楽クラブのメンバーとご家族、
講師一同で、手拍子を入れながら、振り付けを入
れながら、チャンチキ、太鼓、ヴァイオリン、マ
リンバ、ピアノの伴奏で「どんひゃら音頭」を歌
いあげ、終了となりました。

交流会は、初めての試みでしたが、会員の皆様と直接お話させていただく機会に恵まれ、また「すご
いですね」「綺麗な音ですね」「感動した」
「美味しかった」等々、メンバーに直接お声をかけていただ
く機会となり、メンバーは、達成感や自信を得て、また次への励みに繋がる 1 日になったと思います。
お菓子提供

あゆみの会「秋篠パン工房」のパン
こぶしの会「こっから」の豆腐、豆乳プリン
青葉仁会「ポラーノ広場」のラスク
「大空の家」のカップケーキ

（順不同）

太鼓

「南都」

ピアノ

「荒城の月」「おおスザンナ」
「一週間（連弾）
」「糸」

マリンバ

「道化師のギャロップ」「エーデルワイス」
「ホール.ニュー.ワールド」
「八木節」
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感想メール


「先日は、アゴラ音楽クラブ交流会へお招きいただきありがとうございました。皆さんとても凛々
しく生き生きとして登場された 担ぎ桶太鼓演奏が印象的でした。紹介ＶＴＲも 1 人ひとりが音楽
を楽しんでおられるのを映像より拝見し、うらやましい時間だなと感じておりました。私自身音楽
を少し習っていましたが楽しい時間ではなかったもので。みなさん素敵でしたが、特に柴田さんの
演奏された「糸」が心打つものがありました。なんとも曲と音が合わさっていたというかなんとい
うか。うまく言葉では表せないです。素敵な時間をありがとうございました。」



「先日は感動的なアゴラ音楽クラブの交流会にお招きくださりありがとうございました。 懐かし
い子どもたちと会えることも嬉しかったですが、たまたま隣の席だった「なっちゃん」さんの「糸」
には胸が熱くなりました。震える両手で弾き切ったメロディーは理屈抜きで人を感動させますね。
何から何まで至れり尽くせりの会だったので、逆に恐縮してしまいましたが、今後も応援と協力を
させていただきますね。」



「素晴らしい交流会であり、曲につられ記憶が蘇り至福の時を過ごすことができました（音楽の効
用ですね）。生徒さんの本当に上手になった演奏に引き込まれました。その上たくさんのお土産ま
で頂き有り難うございました。それもひとえに今回の試みに在ったと思います。今まで話すことの
できなかった何人かの生徒さんと作業所での話など言葉を交わすことができました（桜あんぱん、
クッキー、豆腐のプリン、丁寧な絵の書いてあった奇麗なカップ）。何よりも演奏者の迫力、熱気
と真剣さを間近に感じることがで来ました（先生も含め）。今までになく楽しい会でありました。
ご苦労のほどを推察致します。今後の益々のご活躍を期待しております。
」



「健常者にもできないお力ですよ。御指導される先生方の力量も申すまでもありません。参加され
ている方たちが、常日頃温かい空気の中で伸び伸び育て、指導されていることが伝わって参ります。
ご家族の方たちの明るい幸せそうなお姿を拝見して、いつも感動するのです。」



「今日は本当に素晴らしい会でした。100 点満点プラスα。感動の涙が何度も込み上げ、困りまし
た。アゴラ音楽クラブさんの演奏会で涙するのは経験済みで覚悟はしていましたが、今日は生徒の
みなさんの近くにいたからでしょうか、演奏が始まる前から涙ぐんでしまいました。私はさまざま
な有名音楽家の演奏会を聴く機会がありますが、アゴラ音楽クラブのみなさんの演奏ほど心を打つ
ものはありません。和太鼓も、ピアノも、マリンバも、何を演奏されても胸がいっぱいになります。
楽器の音と共に生徒さんの澄み切った心が伝わるからに違いありません。さらに感心したのは、指
導者の先生方のチームワークです。お蔭様で、とてもさわやかな楽しいひと時を過ごすことができ
ました。お礼を申し上げます。生徒様はじめ関係者のみなさまにどうぞよろしくお伝えください。」



「今日はとてもファミリー的で、楽しい企画も盛り沢山有り、あっという間に時間が過ぎてしまい
ました。本当にこの様な集いに呼んで頂きまして有り難うございました。どうか今後とも活躍され
ることを願っています。」
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♪2019 年度賛助会費お振り込みのお願い
アゴラ音楽クラブは今年 12 月「認定 NPO 法人」の更新時期を迎えます。
更新が認められる基準の一つとして、パブリック・サポート・テスト(PST)があります。これは、広
く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準で、当法人が選択している相対基準で
は、寄附金（賛助会費を含む）が全収入の 5 分の１以上であることが必要となります。
アゴラ音楽クラブがこれからも認定 NPO 法人として活動を続けられますよう、ご賛同・ご支援のほ

ど宜しくお願い申し上げます。
現賛助会員の皆さまには、今年度もぜひ継続してご支援賜りますようお願い申し上げます。
なお、アゴラ音楽クラブへのご寄附*・賛助会費は寄附金控除の対象となります。
なお振込みは同封の振込用紙にて、または下記の口座にお振込みお願い申し上げます。（すでにお振
込み頂いている場合は失礼をお許しください。
）

賛助会費：1 口 1,000 円（3 口以上でお願いいたします）
三菱東京 UFJ 銀行

ゆうちょ銀行

近鉄学園前支店
普通預金

（記号）14560-（番号）8288191

0081118

トクヒ）アゴラオンガククラブ

トクヒ）アゴラオンガククラブ
＊認定 NPO 法人に相続財産の一部をご寄附いただく場合、寄附分について相続税はかかりません。ま
た寄附をした相続人の方は、所得税・住民税の寄附金控除も受けられます。
《編集後記》
日頃大変お世話になりご支援いただいている皆様との直接の交流の場を設けることができ、大変嬉し
く有意義な時間を持てたことに関係者一同感謝しております。当日は時間の都合上、有志によるメンバ
ーのみの演奏披露となりましたが、今年は 9 月 7 日(土)に同じやまと郡山城ホール小ホールでのコンサ
ートを予定しております。元号も「平成」から「令和」に変わり、アゴラ音楽クラブも気持ちを新たに
メンバーが一丸となり、コンサートに向けてより一層精進し取り組んで参りますのでまた足をお運びい
ただけましたら幸いです。今後とも応援の程 どうぞよろしくお願い申し上げます。
編集

：

アゴラ音楽クラブ総務

山口紀代美

大井裕子

認定 NPO 法人アゴラ音楽クラブ
〒631-0076 奈良市富雄北 1－12－4 アゴラビル BF
Tel/Fax: 0742-93-3485
Tel: 090-3941-6892 （代表:水野惠理子）
E-mail: eriko.agora@gmail.com

Web page: http://www.agora-mc.com/
Facebook:
http://www.facebook.com/agoramusicclub

