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理 念

ミュージック・シェアリングは、人々にとって本物の音楽、音楽家がもっと身近なものになるよ

うにし、豊かな人間性をめざす環境作りの⼿助けを⾏います。たくさんの⼦どもたちや高齢

者の方々が教養を高め続けられるようにするために、本物の音楽を通じて活動し、その内

容を常に⾒直し、時代に先⽴って新たなプログラムを創造し続けていきます。

【付記】 「本物の音楽」という場合、そこには⼆つの意味があると考えます。ひとつは、完成度、
芸術性の高い音楽ということです。ふたつめは、音楽の本質ということです。音楽を学び、演奏
することによって、その音楽を作った人間の人間性に触れる、その経験によって得られるもの、そ
のことが音楽の本質に触れるということでしょう。音楽を学ぶ者が、自らの演奏する音楽によって
他者に何をもたらすことができるのか（または、何ができないのか）を知るとき、その人は音楽の
本質を経験することになるのだと考えます。
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夏には五嶋みどりと若⼿演奏家3名によるICEPカルテットが、また、秋には5組の協力アーティストが日本国内の下記の学校、病院、
福祉施設を訪問・演奏しました。計29回のコンサートを実施し、のべ3274名が参加しました。

山形県

東京都

神奈川県
福井県

大阪府

福岡県

（その他、矯正施設など4か所）

2018年度 協力アーティスト

夏の訪問

弦楽四重奏

秋の訪問

箏
雅楽
ギター
オーボエ
バンドネオン

沢井一恵、さわい箏アンサンブル
石川高 (笙)、中村仁美 (篳篥)、八木千暁 (龍笛)
村治奏一
荒絵理⼦ (ピアノ伴奏:遠藤直⼦)
三浦一馬

五嶋みどり (ヴァイオリン)、エリーナ・ブクシャ (ヴァイオリン)、
ベンジャミン・ベック (ヴィオラ)、スタニスラス・キム (チェロ)

1年を通じ、下記6校の特別支援学校の授業や部活動、また卒業生による活動にサポーティング・アーティストを派遣。2018年度は
のべ245回の指導を実施しました。⼦どもたちが使用する楽器の一部は、ミュージック・シェアリングが各学校へ貸与しています。

参加校
神奈川県⽴麻生養護学校 高等部 アートコース 音楽グループ
神奈川県⽴高津養護学校生田東分教室 音楽部
川崎市⽴中央支援学校 器楽部
筑波大学附属桐が丘特別支援学校 バンド部
横浜国⽴大学教育学部附属特別支援学校 音楽クラブ カンタービレ
大阪府⽴大阪南視覚支援学校 高等部

サポーティング・アーティスト
＜関東＞
ヴァイオリン:大松暁⼦、山中聡⼦、渋谷清花、森田みのり、堀江真理⼦／フルート:大内雅美、沼尾真生⼦／サクソフォン:山本直人／
トランペット:藤代佳万／パーカッション:若鍋久美⼦、清田裕里江、櫻井音斗／ピアノ:谷村晴香、宮崎紘巳、酒井菜都美／指揮:村上史昂

＜関西＞
ヴァイオリン:森下保⼦、曽我部千恵⼦、相原匡⾏、山之内悠⼦、吉川淑⼦、棚田めぐみ、串田えがく、辻英⼦、安藤歌那、滝恵美、中野裕⼦、
山本英恵／チェロ:徳安芽里、宮田侑／指揮:村上史昂

訪問プログラム

楽器指導支援プログラム 特別支援学校の生徒たちに、音大生や音大卒業生が継続的な楽器演奏指導を⾏います。

五嶋みどりや協力アーティストが、⼦どもたちや様々な事情でコンサートに足を運ぶ機会の少ない人々のもとを訪れ、
訪問先のニーズに合わせた音楽プログラムを提供します。

国⽴病院機構 米沢病院
米沢市⽴関根小学校
社会福祉法人聖友ホーム 聖友学園
社会福祉法人六踏園 品川景徳学園
児童養護施設 錦華学院
横浜市⽴盲特別支援学校
敦賀市⽴松原小学校
福井県⽴嶺南東特別支援学校
大阪府⽴藤井寺支援学校 和らぎ苑訪問学級
豊中市⽴大池小学校
淀川キリスト教病院
九州大学病院
福岡市⽴こども病院

ミュージック・シェアリング合同コンサート

楽器指導支援プログラム参加校の生徒たちが合同でコンサートを開催し、ICEPカルテットとも共演しました。

大阪公演
日時：2018年6月13日 (水) 17:30～
場所：JR大阪駅５階「時空の広場」
出演：大阪府⽴大阪南視覚支援学校、サポーティング・アーティスト、ICEPカルテット

東京公演
日時：2018年6月16日 (土) 16:00～
場所：東京芸術劇場５階コンサートホールエントランス
出演：神奈川県⽴高津養護学校生田東分教室 音楽部、川崎市⽴中央支援学校 器楽部、

横浜国⽴大学教育学部附属特別支援学校 音楽クラブ カンタービレ、
アンサンブル麻生OBOG会、リトルキャロル、Voces Tokyo、風南、EXPRESSION、サポーティング・アーティスト、ICEPカルテット



第9回 ICEPインド／日本 活動報告コンサート 「五嶋みどり＆Young Artists」

2017年12月に訪問したインドの活動報告とICEPカルテットの演奏を合計600名以上の方々にお楽しみいただきました。

日時・会場
大阪公演：2018年6月12日 (火) 19:00～ あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール
東京公演：2018年6月15日 (金) 19:00～ ヤマハホール

出演
ヴァイオリン:五嶋みどり、エリーナ・ブクシャ／ヴィオラ:ベンジャミン・ベック／
チェロ:スタニスラス・キム／司会:山口容⼦

プログラム
ヤナーチェク
ハイドン
メンデルスゾーン

ICEP2018ベトナム

2018年12月、ICEPカルテットがベトナムの下記の学校、病院、福祉施設などを訪問し、現地の人々と音楽を通じた交流を⾏いました。
計19回のコンサートを実施し、のべ約1200名が参加しました。

ICEPカルテット
ヴァイオリン:五嶋みどり、タチアナ・ルース／ヴィオラ:シャーロット・マリン／
チェロ:アラン・トダ-アンバラス

演奏曲
モーツァルト
プッチーニ
ドビュッシー
J.シュトラウス2世
アリ＝ザデー
チャイコフスキー

ICEP (インターナショナル・コミュニティー・エンゲージメント・プログラム)
五嶋みどりと世界よりオーディションで選ばれた若⼿演奏家3名がカルテットを結成し、アジアの開発途上地域で音楽を通じた国際交流を図ります。
12月はアジア、翌年6月は日本でそれぞれの学校、病院、福祉施設などを訪問します。

弦楽四重奏曲第1番「クロイツェル・ソナタ」JW Ⅶ/8 
弦楽四重奏曲第77番ハ長調「皇帝」Op.76-3 
弦楽四重奏曲第2番イ短調Op.13

Hung My Commune – Pig farm (養豚場)
Thuong Lam – Community house of culture (文化交流施設)
Thuong Lam – Village home stay (宿泊施設)
Tho Binh Commune – Community hall (コミュニティーホール)
Minh Quang Commune – Peanut farm (ピーナッツ農場)
Phuc Tue – Disabled center (障がい者支援施設)
Nguyen Dinh Chieu School (学校)
Thanh Xuan Peace Village (障がい者支援施設)
Sol Art Center (芸術センター)
Bode Orphanage (孤児院)
Vin School (学校)
Ba Sao Leprosaria (ハンセン病療養所)
Van Mon Leprosaria (ハンセン病療養所)
Thien Phuoc (障がい者支援施設)
Nguyen Dinh Chieu Blind School (視覚支援学校)
Tu Du Hospital (病院)
Hoa Binh Peace Village (枯葉剤患者リハビリ施設)
Ky Quang II Pagoda (孤児院)
Youth Union of Ho Chi Minh City (青少年センター)

トゥエンクアン省

ハノイ

ハナム
タイビン
ホーチミン

弦楽四重奏曲第16番変ホ長調KV428
弦楽四重奏曲「菊」
弦楽四重奏曲ト短調Op.10
常動曲
Reqs
『くるみ割り人形』より「トレパック」 他



活動計算書 自2018年4月1日～至2019年3月31日 (単位:円)

経常収益

1. 受取寄付金 18,389,162 

2. 受取助成金等（注１） 7,400,000

3. 事業収益 3,211,138

4. その他収益 425

経常収益計 A 29,000,725

経常費用

1. 事業費 25,521,863

人件費 10,899,004

その他経費 14,622,859

2. 管理費 3,611,486

人件費 828,133

その他経費 2,783,353

経常費用計 B 29,133,349

当期正味財産増減額 A-B -132,624

前期繰越正味財産額 C 4,303,167

次期繰越正味財産額 A-B+C 4,170,543

ミュージック・シェアリングの活動は、皆様からのご寄付により
運営しております。設⽴以来、心に響く本物の音楽を
成長過程の⼦どもたちやたくさんの人々へ届けることができ
ますのも、皆様からのご支援があってのことと心より御礼
申し上げます。今後ともお力添えを賜りますよう、よろしく
お願いいたします。

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

平成30年度 (2018年度) 会計報告

受取助成金内訳 （単位:円）

日本万国博覧会記念基金 3,000,000

一般財団法人日本児童教育振興財団 2,800,000

一般財団法人日本メイスン財団 1,200,000

公益財団法人日本室内楽振興財団 400,000

合 計 7,400,000

Jendrik Maschke 伊与和楽器店 内田 輝 EXPRESSION 大阪ターミナルビル株式会社 大阪府教育委員会 お箏のかねだ 風南
株式会社オフィスGOTO 株式会社櫻井印刷所 株式会社ダイナック 株式会社テレビマンユニオン 株式会社ヤマハミュージックジャパン
株式会社ワンダーシティ クロサワバイオリンお茶の水店 弦楽器トリオ株式会社 公益財団法人笹川記念保健協力財団
公益財団法人東京都歴史文化財団 国際農業開発基金(IFAD) 五嶋 龍 Saigontourist Holding Company 沢井箏曲院
浄土宗大本山増上寺 SOMPOちきゅう倶楽部 デザイン事務所みやびや 東京大仏乗蓮寺 特定非営利活動法人日本口唇口蓋裂協会
虎ノ門総合法律事務所 PR2 classic 福井県教育委員会 ベトナム国⽴音楽院 Hermes Gift Voces Tokyo 麻衣
Mr. & Mrs. Wassermeyer 文部科学省 有限会社鈴木弦楽器 リトルキャロル 若林 隆壽

日本万国博覧会記念基金 一般財団法人日本児童教育振興財団 一般財団法人日本メイスン財団 公益財団法人日本室内楽振興財団

2018年度 ミュージック・シェアリングをご支援いただいた皆様

助成

一般財団法人 服部真⼆ 文化・スポーツ財団 広田 副武

寄付（個人） ※五十音順

麻の会 アレグレット交響楽団 アンサンブル麻生OBOG会 石田ヴァイオリン工房 医療法人古田医院 EXPRESSION 株式会社エス・アイ・イー
株式会社オフィスGOTO 株式会社京ごふく ふじも登 関西学院交響楽団・関西学院交響楽団OB会 国際ソロプチミスト八戸
浄土宗大本山増上寺 SOMPOフィルハーモニー管弦楽団 たんぽぽキッズクリニック 東京品川中央ロータリークラブ

※掲載をご承諾いただいた方のお名前のみ記載しております (敬称略)

楽器寄贈 ※五十音順

寄付（法人・団体） ※五十音順

協力 ※五十音順

（注１）

キッコーマン株式会社 株式会社ダイナトレック 株式会社UACJ 三井石油開発株式会社 花王株式会社
あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール 牧野 禮⼦

協賛

相原 茂樹
阿部 栄
阿部 哲也
荒井 進
EASTAR EGG
生田 直樹
板垣 惠一
伊藤 はるみ
伊藤 靖⼦
岩井 住
上野 俊⼦
海老澤 祥司

大喜多 充⼦
大山 慎一
奥山 壽一
加藤 正宏
亀田 誠治
河﨑 泰⼆郎
衣笠 智恵⼦
黒住 宗晴
郡 由美⼦
小塚 一宏
小西 栄至
佐伯 慎也

榊原 廣和
嶋田 さをり
島村 葉⼦
神納 嘉代
神保 のぞみ
杉浦 芳章
大門 圭助
田丸 初榮
徳岡 卓樹
戸口 文男・千代⼦
飛田 宗重
中井 秀郎

中澤 創太・結美⼦
中道 喜代⼦
中村 恭浩
西田 生郎
西村 裕⼦
⼆宮 雅也
橋本 龍哉・芙沙⼦
久石 譲
百束 昭幸
古畑 舞久
星 直樹
本多 秀治・佳代

槙谷 富美⼦
牧野 禮⼦・容⼦
松井 時⼦
松尾 隆⼦
松木 久未
右下 隆史
宮島 香世
三輪 隆就
村松 淑美
望月 廣一
森 素⼦
八木 重一

八鍬 正晴
八阪 雅⼦
山崎 徹
山本 健一
横田 和⼦
横田 泰司
吉本 康⼆郎
米田 ゆり
渡邊 直之


