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お面をつくって「動物の謝肉祭」で行進したよ 

女子美術大学ヒーリング・アート表現領域の学生と一緒に 

11 月 2 日から 4 日まで宮城県名取市、福島市、宮城県東松島市へ、ちょっと大型の子ども向けのプログラムを用意していきました。 

初日の 2 日は名取市文化会館の小ホールで弦楽四重奏のコンサート。この日、近くにある増田児童センターで

は、名取市の教育委員会子ども支援課の協力を得て、いつも日本フィルを支援してくださっている三菱ＵＦＪニコス

の社員「おたすけボランティア」のみなさん１３人が、児童センターの砂場づくりと

イルミネーション設置の作業を行っていました。この仕事には、児童の父兄も参

加、穴を掘り土を運び、りっぱな砂場を完成させました。 

ホールの中では、日本フィルとはもう 10 年以上のコラボレーションを続けてい

る女子美術大学ヒーリング・アート表現領域の学生たちが、子どもたちとお母さん

と一緒に「お面づくり」を行っています。猫や犬やキリンやタヌキやカエルや、学

生たちが用意したカラフルな材料でお面をつくりました。実は、この日の夜行わ

れる日本フィルのコンサートで、演奏にあわせて行進しようという目的のためです。 

 

もりだくさんのボランティア活動 

この日のイヴェントは盛りだくさんで、お母さんのための「化粧指導」もあり、きれいになったお
母さんと家族の記念写真を撮ろう、というしゃれた企画も行われていました。写真館からプロの写
真屋さんも待機していました。 

夜はホールに移動して弦楽四重奏の鑑賞。日本フィルメンバーはヴァイオリン九鬼明子、加藤

祐一、ヴィオラ佐藤玲子、チェロ山田智樹の 4 人。バッハ／アリア、モンティ―／チャールダッシュ

やアナと雪の女王など、親しみやすい曲の最後に「さんぽ」で、子どもたち約２０名がステージに

上り、演奏に合わせて行進しました。 

 

パンダやウサギやタヌキも登場？？サン＝サーンスもびっくり 
 

3 日は福島に移動し、福島テルサで「動物の謝肉祭」のコンサート。教育委員会の後援をい

ただいていたので、全市内の小学校にチラシが配布され、整理券は 3 週間前には予約中止と

なっていました。整理券配布の窓口は福島市に8つの支部を持つ商工会が受け持ってください

ました。「動物の謝肉祭」には弦楽四重奏の 4 人にコントバラス成澤美紀、フルート大平記子

（賛助）、クラリネット石井一成（賛助）、打楽器遠藤功、斎藤祥子（賛助）が加わり、ピアノデュオ

はＦＵＴＡＢＡ、そして司会と歌に江原陽子さんが加わるというちょっと大型の編成でした。 

 会場のテルサの会議室では、ホール近くの幼稚園児

約３０名が集まり、前日と同じく女子美術大学の学生た

ちによる「お面をつくろう」ワークショップが行われ、サ

ン・サーンスの「動物の謝肉祭」に登場するライオン、亀、

とり、白鳥…などの他に、パンダやウサギやタヌキやヘ

ビなども加わり、多彩な「動物」たちが参加しました。 

 コンサートは前半に「おもちゃのシンフォニ―」や指揮者コーナーもあり、2 人の小学生が指揮者体験を

行うなど、江原さんの巧みな進行で楽しくすすめられました。後半はいよいよ「動物の謝肉祭」。この作品

には背景に女子美術大学ヒーリング・アート表現領域の学生たちの作品を投影してきていますが、今回か

らヴァージョンアップし、色調も多彩で美しく、格調の高い動物たちに仕上がりました。会場は約 300 名が

入場しました。 



 

4日はバスで宮城県東松島に移動。東松島は沿岸部が津波被害の大きかった地域です。被災後は市

の文化活動をＮＰＯのコミュニティーセンターが受け持ち、積極的に活動していました。東松島も

Ｊニコスの「おたすけ」ボランティアのメンバーが、継続して３つの幼稚園の花壇づくりやイルミネーシ

ン飾りのために訪れている地域です。

コンサートは前日と同じプログラムです。約２７０名の方が参加し、会場はほぼ満席でした。

5 歳のこどもが挑戦した指揮者体験

れました。会場ロビーには女子美学生の作品タペストリーが展示され、作品の前で「写メール」する人も

たくさんいました。

3 年経ったら一区切り、と色んな団体が被災地支援から撤退しています。それは大きな間違いだと、

来てみると思います。震災時まだ

レスが子どもに伝わり、心のケアが本当に必要とされています。

 

今回の派遣活動は名取公演を日本ユネスコ協会連盟がコーディネートし、三菱ＵＦＪニコス株式会社が、日本フィルの「被災地に音楽

を」の活動を
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日はバスで宮城県東松島に移動。東松島は沿岸部が津波被害の大きかった地域です。被災後は市

の文化活動をＮＰＯのコミュニティーセンターが受け持ち、積極的に活動していました。東松島も

Ｊニコスの「おたすけ」ボランティアのメンバーが、継続して３つの幼稚園の花壇づくりやイルミネーシ

ン飾りのために訪れている地域です。

コンサートは前日と同じプログラムです。約２７０名の方が参加し、会場はほぼ満席でした。

歳のこどもが挑戦した指揮者体験

れました。会場ロビーには女子美学生の作品タペストリーが展示され、作品の前で「写メール」する人も

たくさんいました。

年経ったら一区切り、と色んな団体が被災地支援から撤退しています。それは大きな間違いだと、

来てみると思います。震災時まだ

レスが子どもに伝わり、心のケアが本当に必要とされています。

回の派遣活動は名取公演を日本ユネスコ協会連盟がコーディネートし、三菱ＵＦＪニコス株式会社が、日本フィルの「被災地に音楽

を」の活動をPartner Special 

2011 年】 
 6 日二本松市東和文化センター
 4 日会津若松市文化センター
 6 日埼玉県加須市騎西小学校

(福島県双葉町児童対象
 8 日宮城県名取市増田西小

同市閖上地区日和山
同市文化会館

 9 日気仙沼市階上中学校
同市松岩公民館
同市面瀬中学校

10 日石巻市石巻高校
同市湊小学校
同市門脇中学校
同市石巻中学校
同市北上子育てセンター

12 日埼玉県加須市騎西中学校
(福島県双葉町生徒対象

 4 日花巻市山の神温泉「幸迎館」
 5 日釜石市甲子中学校

大船渡市リアスホール
福島県三春町田園生活館

 6 日福島県三春町営体育館
同町三春小学校避難所

25 日二本松市
JICA 二本松研修センター
同市あだたら体育館
南相馬市鹿島保険センター

26 日福島県大玉村
フォレストパークあだたら
南相馬市原町第二中学校
道の駅南相馬
原町第一小学校体育館

10 日宮城県
ホテル観洋

11 日同町志津川中学校
 6 日気仙沼市日本バプテスト教会

同市小泉中学校
同市階上小学校

月4 日東松島市立鳴瀬第一中学校
石巻市北上中学校

5 日石巻専修大学
石巻市「あとりえ
同市追分温泉旅館

 6 日仙台市｢泉白陵会｣
月 7 日同市「愛泉会」
月20 日いわき市江名中学
月 6 日同市下神白第一集会所
月21 日同市内郷第二中学校
月26 日東茨城郡
月 6 日大洗町南中学校
月 6 日第一中学校
月21 日陸前高田市第一中学校

   22 日花巻市山の神温泉
24 日福島市松川町

   25 日同市松陵中学校
南体育館研修室

日はバスで宮城県東松島に移動。東松島は沿岸部が津波被害の大きかった地域です。被災後は市

の文化活動をＮＰＯのコミュニティーセンターが受け持ち、積極的に活動していました。東松島も

Ｊニコスの「おたすけ」ボランティアのメンバーが、継続して３つの幼稚園の花壇づくりやイルミネーシ

ン飾りのために訪れている地域です。

コンサートは前日と同じプログラムです。約２７０名の方が参加し、会場はほぼ満席でした。

歳のこどもが挑戦した指揮者体験

れました。会場ロビーには女子美学生の作品タペストリーが展示され、作品の前で「写メール」する人も

たくさんいました。 

年経ったら一区切り、と色んな団体が被災地支援から撤退しています。それは大きな間違いだと、

来てみると思います。震災時まだ

レスが子どもに伝わり、心のケアが本当に必要とされています。

回の派遣活動は名取公演を日本ユネスコ協会連盟がコーディネートし、三菱ＵＦＪニコス株式会社が、日本フィルの「被災地に音楽
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日はバスで宮城県東松島に移動。東松島は沿岸部が津波被害の大きかった地域です。被災後は市

の文化活動をＮＰＯのコミュニティーセンターが受け持ち、積極的に活動していました。東松島も

Ｊニコスの「おたすけ」ボランティアのメンバーが、継続して３つの幼稚園の花壇づくりやイルミネーシ

ン飾りのために訪れている地域です。 

コンサートは前日と同じプログラムです。約２７０名の方が参加し、会場はほぼ満席でした。

歳のこどもが挑戦した指揮者体験（写真右）

れました。会場ロビーには女子美学生の作品タペストリーが展示され、作品の前で「写メール」する人も

年経ったら一区切り、と色んな団体が被災地支援から撤退しています。それは大きな間違いだと、

来てみると思います。震災時まだ 4～5

レスが子どもに伝わり、心のケアが本当に必要とされています。

回の派遣活動は名取公演を日本ユネスコ協会連盟がコーディネートし、三菱ＵＦＪニコス株式会社が、日本フィルの「被災地に音楽
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東松島コミュニティーセンターは超満員

日はバスで宮城県東松島に移動。東松島は沿岸部が津波被害の大きかった地域です。被災後は市

の文化活動をＮＰＯのコミュニティーセンターが受け持ち、積極的に活動していました。東松島も

Ｊニコスの「おたすけ」ボランティアのメンバーが、継続して３つの幼稚園の花壇づくりやイルミネーシ

 

コンサートは前日と同じプログラムです。約２７０名の方が参加し、会場はほぼ満席でした。

（写真右）やアンコールのラデツキーマーチに元気な拍手がおくら

れました。会場ロビーには女子美学生の作品タペストリーが展示され、作品の前で「写メール」する人も

年経ったら一区切り、と色んな団体が被災地支援から撤退しています。それは大きな間違いだと、

5 歳だった低学年の子どもの

レスが子どもに伝わり、心のケアが本当に必要とされています。

回の派遣活動は名取公演を日本ユネスコ協会連盟がコーディネートし、三菱ＵＦＪニコス株式会社が、日本フィルの「被災地に音楽

として支援してくださいました。
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東松島コミュニティーセンターは超満員
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日本フィル「被災地に音楽を」

【2012 年】
1 月20 日久慈市山村文化交流センター
     
1 月21 日久慈市文化会館
1 月22 日同上
3 月27 日
3 月28 日伊達市桃陵中学校
3 月29 日南相馬市鹿島中学校
3 月30 日同市原町第二中学校
3 月28 日福島県三春町

5 月20 日南三陸町志津川中学校
     
3 月21 日同町南方仮設住宅集会
6 月17 日米沢市八幡原体育館
     
8 月 7 日石巻市

 8 日同校体育館
     

9 日
9 月19 日福島市立平野中学校
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3 月30 日東京都江東区カトリック潮見教会
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東松島コミュニティーセンターは超満員
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コンサートは前日と同じプログラムです。約２７０名の方が参加し、会場はほぼ満席でした。

やアンコールのラデツキーマーチに元気な拍手がおくら
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日本フィル「被災地に音楽を」

年】 
日久慈市山村文化交流センター
 県立久慈病院
日久慈市文化会館
日同上 
日南相馬市原町第一中学校
日伊達市桃陵中学校
日南相馬市鹿島中学校
日同市原町第二中学校
日福島県三春町

埼玉県加須市騎西コミュニティ
日南三陸町志津川中学校

     同町ホテル観洋ロビー
日同町南方仮設住宅集会
日米沢市八幡原体育館

      同市体育館ほか
日石巻市北上中学校
日同校体育館

     同市「あとりえ
日同市「こ～ぷのお家

日福島市立平野中学校
     福島市商工会

日福島市松川工業団地
     第一・第二

日福島市立飯野中学校
日東京都江東区カトリック潮見教会

24 日南相馬市立鹿島小学校
24 日農家民宿いちばん星
25 日南相馬市民文化会館「ゆめはっと」
24 日ウェルカムコンサート

26 日南相馬市
24 日いわき市立江名中学校
27 日いわき市立内郷第二中学校

14 日茨城町立明光中学校

24 日茨城町立梅香中学校

15 日双葉高校、双葉翔陽高校、

富岡高校サテライト校

     小名浜市民会館

年】 
3 日石巻市役所

4 日同市「こ～ぷのお家

      同市女川野球場仮設住宅

 5 日同市みなと荘

21 日南三陸町志津川中学校
22 日同町南方仮設住宅集会所

3 日南相馬市原町第
4 日同市鹿島中学校
5 日同市石神中学校
6 日同市原町第

16 日岩手県大船渡
17 日同市気仙光陵支援学校

        同市上平応急仮設住宅
18 日同市御喜来小学校
23 日宮城県石巻市総合体育館
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日南相馬市鹿島中学校 
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日はバスで宮城県東松島に移動。東松島は沿岸部が津波被害の大きかった地域です。被災後は市

三菱ＵＦ

Ｊニコスの「おたすけ」ボランティアのメンバーが、継続して３つの幼稚園の花壇づくりやイルミネーショ

やアンコールのラデツキーマーチに元気な拍手がおくら
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年経ったら一区切り、と色んな団体が被災地支援から撤退しています。それは大きな間違いだと、

が問題になっています。家庭も色んな問題にさらされていて、親のスト

回の派遣活動は名取公演を日本ユネスコ協会連盟がコーディネートし、三菱ＵＦＪニコス株式会社が、日本フィルの「被災地に音楽

ト実施一覧  

10 月22 日福島県南相馬市原町第一中学校
10 月23 日同市高平小学校
10 月24 日同市原町第三小学校
          
10 月25 日同市原町第二小学校
11 月15 日岩手県陸前高田市「朝日のあたる家」
11 月16 日岩手県立陸前高田第一中学校・
      高田東中学校
11 月17 日県立陸前高田高校吹奏楽部クリニック
11 月29 日岩手県久慈市立宇部小学校コンサート
      久慈市立久慈中学校吹奏楽部クリニック
11 月30 日久慈市立長内中学校、夏井中学校吹奏楽ク

リニック
12 月01 日洋野町種市中学校、大野中学校吹奏楽部
      合
12 月 9 日東京都江東区潮見教会
 
【2014 年】
1 月14 日福島県三春町三春交流館「まほら」
          
4 月 3 日福島県南相馬市原町第
   4 日 同
   5 日 同
４月28 日宮城県登米町
    29 日 石巻市
      こ～ぷのお家

30 日 ＮＰＯ気仙沼
6 月17 日岩手県大船渡市立第一中学校クリニック
   18 日 大船渡東高校コンサート

   19 日 同市三陸町「さんりくの園」
       
   20 日 同市宮田仮設住宅集会所
       
７月１４日 釜石市唐丹中学校
      小佐野公民館
７月１５日 旧釜石商業高校体育館
      釜石教会
７月１６日 鵜住居東中学校
      栗林小学校

11 月2 日 名取市文化会館小ホール

3 日 福島テルサ

4 日 東松島コミュニティーセンター

が問題になっています。家庭も色んな問題にさらされていて、親のスト

回の派遣活動は名取公演を日本ユネスコ協会連盟がコーディネートし、三菱ＵＦＪニコス株式会社が、日本フィルの「被災地に音楽

日福島県南相馬市原町第一中学校
日同市高平小学校
日同市原町第三小学校

       同市金房、福浦、鳩原小学校
日同市原町第二小学校

岩手県陸前高田市「朝日のあたる家」
岩手県立陸前高田第一中学校・
高田東中学校
県立陸前高田高校吹奏楽部クリニック
岩手県久慈市立宇部小学校コンサート
久慈市立久慈中学校吹奏楽部クリニック
久慈市立長内中学校、夏井中学校吹奏楽ク
リニック／アン
洋野町種市中学校、大野中学校吹奏楽部
合同クリニック

日東京都江東区潮見教会

年】 
日福島県三春町三春交流館「まほら」

          （地元小学校４校の児童対象）
日福島県南相馬市原町第

同市石神中学校クリニック
同市原町第一

宮城県登米町 
石巻市女川町
こ～ぷのお家
ＮＰＯ気仙沼

日岩手県大船渡市立第一中学校クリニック
大船渡東高校コンサート

同校
同市三陸町「さんりくの園」
 同市大船渡リアスホール
同市宮田仮設住宅集会所
 大船渡高校クリニック
釜石市唐丹中学校
小佐野公民館
旧釜石商業高校体育館
釜石教会 
鵜住居東中学校
栗林小学校 

名取市文化会館小ホール

福島テルサ 
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同市金房、福浦、鳩原小学校
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岩手県陸前高田市「朝日のあたる家」
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県立陸前高田高校吹奏楽部クリニック
岩手県久慈市立宇部小学校コンサート
久慈市立久慈中学校吹奏楽部クリニック
久慈市立長内中学校、夏井中学校吹奏楽ク

／アンバーホールコンサート
洋野町種市中学校、大野中学校吹奏楽部

同クリニック／種市中学校コンサート
日東京都江東区潮見教会 

日福島県三春町三春交流館「まほら」
（地元小学校４校の児童対象）

日福島県南相馬市原町第三中学校クリニック
石神中学校クリニック

一中学校クリニック
 南方第２仮設住宅集会所
町野球場仮設住宅集会所

こ～ぷのお家 いしのまき
ＮＰＯ気仙沼ネットワークオレンジ

日岩手県大船渡市立第一中学校クリニック
大船渡東高校コンサート

同校クリニック
同市三陸町「さんりくの園」
同市大船渡リアスホール
同市宮田仮設住宅集会所

クリニック 
釜石市唐丹中学校 
小佐野公民館 
旧釜石商業高校体育館 

鵜住居東中学校 
 

名取市文化会館小ホール 
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日福島県南相馬市原町第一中学校 

同市金房、福浦、鳩原小学校 

岩手県陸前高田市「朝日のあたる家」
岩手県立陸前高田第一中学校・ 

吹奏楽部合同クリニック
県立陸前高田高校吹奏楽部クリニック
岩手県久慈市立宇部小学校コンサート
久慈市立久慈中学校吹奏楽部クリニック
久慈市立長内中学校、夏井中学校吹奏楽ク

バーホールコンサート
洋野町種市中学校、大野中学校吹奏楽部

種市中学校コンサート

日福島県三春町三春交流館「まほら」 
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中学校クリニック
石神中学校クリニック 

中学校クリニック 
南方第２仮設住宅集会所
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岩手県陸前高田市「朝日のあたる家」 

吹奏楽部合同クリニック 
県立陸前高田高校吹奏楽部クリニック 
岩手県久慈市立宇部小学校コンサート 
久慈市立久慈中学校吹奏楽部クリニック 
久慈市立長内中学校、夏井中学校吹奏楽ク

バーホールコンサート 
洋野町種市中学校、大野中学校吹奏楽部 
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（地元小学校４校の児童対象） 
中学校クリニック 

南方第２仮設住宅集会所  
 

 
日岩手県大船渡市立第一中学校クリニック 


