2012. 4. 1 ～

2013. 3.31

認定 NPO 法人ミュージック・シェアリング（正式名称：特定非営利活動法人ミュージック・シェアリング）
住所：〒102-0092 東京都千代田区隼町 2-12-708
電話：03-3261-1855 FAX： 03-3261-1856
役員：理事長
五嶋みどり
副理事長 五嶋節
理事
大西泰輔 佐伯有紀子 島倭子
監事
大井法子

橋本龍哉

相崎由松

大賀昭雄

夏目長門
（2013 年 3 月現在）

訪問プログラム
訪問プログラム
7 組のアーティストが全国 15 か所を訪れ、31 回ものコンサートを実施。
約 3,300 人が参加しました。
青森県
岩手県

八戸市立根岸小学校、八戸市立柏崎小学校
花巻市立湯口小学校、花巻市立太田小学校、
花巻市立湯本小学校
新潟県
新潟県立柏崎特別支援学校
群馬県
群馬県立あさひ養護学校、エスコーラ・パラレロ各種学校
東京都
東京都立葛飾盲学校
神奈川県 横浜市立盲特別支援学校
愛知県
愛知県淑徳中学校・高等学校 管弦楽部
大阪府
大阪市立南小学校
高知県
四万十市立西土佐小学校
黒潮町立上川口小学校（他 2 校と合同開催）
非公開
女子矯正施設

～2012 年度 訪問プログラム参加アーティスト～
[ヴァイオリン＆ピアノ]
五嶋みどり（ヴァイオリン）
、オズガー・アイディン（ピアノ）
[箏曲] 沢井一恵（箏）
、さわい箏アンサンブル（箏）
[雅楽] 石川高（笙）、中村仁美（篳篥）
、八木千暁（龍笛）
[声楽] 鮫島有美子（声楽）、小川典子（ピアノ）
[ギター] 村治奏一（ギター）
[オーボエ] 荒絵理子（オーボエ）
、遠藤直子（ピアノ）
[バンドネオン] 三浦一馬（バンドネオン）

20 周年記念事業

ミュージック・シェアリング設立 20 周年記念として、理事長五嶋みどりと
オズガー・アイディンが３つのコンサートをお届けしました。
コンサートの収益金はミュージック・シェアリングの活動資金に
充てさせていただきました。
北海道

阿寒湖アイヌシアター「イコロ」

財団法人前田一歩園財団 創立 30 周年記念事業
阿寒湖アイヌシアター「イコロ」オープン記念事業 音楽の
音楽の贈りもの from ミュージック・シェアリング
日時◇2012 年 6 月 2 日(土) 20:00～、2012 年 6 月 3 日(日) 13:30～
自然との共生や伝統文化の継承を目的としている阿寒湖のＮＰＯと、自然の中か
ら生まれた芸術の一つである音楽を通して文化芸術の振興を目指すミュージッ
ク・シェアリングとのコラボレーション企画。

大阪

ザ・フェニックスホール

ミュージック・シェアリング 20 周年 記念コンサート
記念コンサート
日時◇2012 年 6 月 8 日(金) 19:00～
設立 20 周年の感謝を込めて、コンサートをお楽しみいただくとともに、子どもたちの心に寄り添い歩んだ 20 年の
活動をご紹介しました。

東京

中国飯店 富麗華

ミュージック・シェアリング20周年記念 チャリティーディナーコンサート
日時◇2012 年 6 月 10 日(日) 17:30～
高級中華の名店として知られる中国飯店富麗華でのディナーコンサート。多くの方に 20 周年のお祝いのお言葉を
いただき、大盛況のうちに終了しました。

楽器指導支援
楽器指導支援プログラム
支援プログラム
1 年を通じて、下記 3 校の特別支援学校の授業やクラブ活動にそれぞれ下記の楽器指導ボランティアを派遣。2012 年度
はのべ 99 回の指導を実施しました。子どもたちの使用する楽器の一部はミュージック・シェアリングが貸与していま
す。
神奈川県立麻生養護学校 高等部 表現支援コース音楽グループ
ヴァイオリン、フルート
筑波大学附属桐が丘特別支援学校 バンド部
クラリネット、打楽器
横浜国立大学教育人間科学部附属特別支援学校 音楽部
サクソフォーン、打楽器
◆賛同団体：旭川荘ミュージックアカデミー（岡山市）

2013 年度 今後の活動予定
◆麻生養護学校
ウィンターコンサート、卒業発表会 など
◆桐が丘特別支援学校
Ａ
文化祭（桐ヶ丘祭）11 月 3 日(日) 14:30～15:00
◆横国付属特別支援学校
文化祭 11 月 23 日(土)

アイセップ

ＩＣＥＰ

International Community Engagement Program バングラデシュ

2012 年 12 月 23 日～29 日バングラデシュを
訪問コンサートを実施しました。メンバーは五嶋
みどりとオーディションで選ばれた若手演奏家 3
名。ダッカ、チッタゴンの学校や病院、児童施設
など 14 か所を訪問。約 2,000 人が参加しました。
Photo:Timothy Greenfield-Sanders

五嶋みどり
（ヴァイオリン）

本田早美花
（ヴァイオリン）

ウィリアム・フランプトン
（ヴィオラ）

ヒロ・マツオ
（チェロ）

訪問スケジュール
訪問スケジュール
日本国内でリハーサル

12/17-21
12/22

ダッカ

ダッカ着

12/23

ダッカ

Lalkutiru Basic Development Partners 小学校
SOS Children’s Village（孤児院）
Edward M. Kennedy Center

12/24

ダッカ

12/25

チッタゴン

12/26

チッタゴン

12/27

ダッカ

Gouripur Subal-Aftab 高校
Baluakandi Dr. Abdul Gaffar 高校
Mahamuni Anglo Pali 高校
Moanoghar（寄宿学校）
Mahakali Balika Uchcha Bidyaloy School（女子校）
Fulki School（文化芸術学院）

Photo:Shinobu Suzuki

Centre for Rehabilitation of the Paralyzed（病院）
Bangladesh Protibondhi Foundation（小学校）
Chhayanaut 音楽学校

12/28

ダッカ

Shurer Dhara 音楽学校

12/29

ダッカ

Samarshing Basic Development Partners 小学校

12/30

日本帰国

同行カメラマン ：鈴木忍
コーディネーター：チャド・キャノン

活動計算書

自 2012 年 4 月 1 日～至 2013 年 3 月 31 日

【経常収益】

（単位：円）

1.

受取寄付金

19,154,540

19,154,540

2.

受取助成金

2,000,000

2,000,000

3.

事業収入

1,344,000

1,344,000

4.

その他収入

15,757

経常収益計（
経常収益計（A）
【経常費用】
1.

事業費

人件費

5,806,900
11,703,725

その他経費
2.

管理費

15,757

22,514,297

人件費

305,592
2,532,250

その他経費

経常費用計（
経常費用計（B）

17,510,625
2,837,842

20,348,467

当期正味財産増減額（A）-（B）

2,165,830

前期繰越正味財産額（C）

7,556,528

次期繰越正味財産額 （A）-（B）+（C）

9,722,358

*より詳しい財務諸表は、ウェブサイト http://www.musicsharing.jp/profile/report/index.html よりご確認いただけます。

2012 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日

寄付 個人
木﨑美江子
藤沢文女
川崎さつき/細井芳弘
伊藤一男・三枝/上野俊子/小林伴行・登志子/塩崎純之助・正義・竜二/鈴木延江/徳岡卓樹/橋本龍哉・芙沙子/
三谷聡・万里子/光田菜央子
赤塚久男/伊藤千会子/伊藤靖子/近藤和義/近藤豊子/佐伯譲二・有紀子/島倭子/戸口文男・千代子/西村裕子/平田悌子/藤本裕子/
牧野礼子/横田泰司/EASTER EGG
中村延枝/伊藤はるみ
井上武芳/岡田孝一・知子/佐藤幸示/渋川健太郎/杉山千代美/島内佐喜子/樽井美樹/水野雅之亮/深山知久/盛田良子/山田京一
安藤幸恵/板野美佐子/板橋邑子/江草安彦/岡野衣佐子/奥 忍/小田島理恵子/小野理恵/黒住宗晴/小谷眞由美/小堀貴美子/更谷啓治/鈴木美智子/高橋順三/
髙橋典子/松尾正弘/望月廣一/矢後秀樹/八坂雅子/横田和子
池田みどり/板垣恵一/井上幸子/海老原麻美子/加藤君子/加藤登志子/川﨑さつき/栗林由佳/柴崎康久/島村葉子/神保のぞみ/寺村喜江/中島千津子/
野口文雄/堀田剛生/松田久美子/水口隆志

寄付法人・団体
阿寒湖アイヌシアター運営協議会/中国飯店 富麗華
株式会社小学館/花王株式会社/キッコーマン株式会社
三井石油開発株式会社/国際石油開発帝石株式会社
損保ジャパン日本興亜管弦楽団
特定非営利活動法人日本口唇口蓋裂協会
キユーピー株式会社
医療法人 古田医院
日本製紙株式会社
シナリー株式会社
株式会社京ごふく ふじも登

助成
日本児童教育振興財団
一般財団法人日本メイスン財団
公益財団法人野村財団

物品提供
株式会社元來社
安藤 幸恵
弦楽器トリオ株式会社

特定非営利活動法人なかむら音楽振興会/銀座 E-ジュエル/新生紙パルプ商事株式会社/
日本紙通商株式会社/楽譜専門のネット古本屋「鈴の音」/株式会社メディネット
国際ソロプチミスト八戸/株式会社湘南インシュアランス/新潟県立柏崎特別支援学校 愛育会
大阪市立南小学校/大阪国際音楽コンクール/沢井箏曲院/有限会社鈴木弦楽器/株式会社虹の葉
栄和幼稚園
*この他、多くの匿名のご寄付、ご支援を頂戴しております。

