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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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理事長：五嶋みどり 副理事長：五嶋節
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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4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35回のコンサートを実施し、延べ3370名が参加しました。

東京都

富山県
福井県

長野県

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県

香川県

（その他、矯正施設など3か所）

2019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

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)

五嶋みどり (ヴァイオリン)、タチアナ・ルース (ヴァイオリン)、
シャーロット・マリン (ヴィオラ)、アラン・トダ-アンバラス (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。2019年度は、
計226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、堀江真理⼦ フルート:沼尾真生⼦
サクソフォン:山本直人 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 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、中野裕⼦、山本英恵
チェロ: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。

品川区⽴伊藤学園
社会福祉法人天童会 秋津療育園
国⽴病院機構 富山病院
小浜市⽴雲浜小学校
福井県⽴嶺南西特別支援学校
長野県稲荷山養護学校
千曲市⽴屋代小学校
びわこ学園医療福祉センター野洲
京都府⽴医科大学附属病院
大阪府⽴藤井寺支援学校
朝来市⽴竹田小学校
兵庫県⽴和田山特別支援学校
玉藻荘
高松さんさん荘
あぜりあ園

楽器指導支援プログラム参加校による合同コンサート

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に出演し、五嶋みどりと共演しました。

日時：2019年6月21日 (金) 18:40～
場所：国⽴新美術館 3階 講堂
出演：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
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」
横浜インターナショナルスクール EXPRESSION
サポーティング・アーティスト 村上史昂
五嶋みどり



第10回 ICEPベトナム／日本 活動報告コンサート2019

2018年12月に訪問したベトナムの活動報告と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 2019年6月15日 (土) 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 2019年6月18日 (火) 19:00～ 王⼦ホール

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

ICEP2019カンボジア

2019年12月、ICEPカルテットがカンボジアの下記の学校、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35回のコンサートを実施し、約2000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、エリーナ・ブクシャ
ヴィオラ エリカ・グレイ
チェロ ノエミ・レイモンド-フリセット

演奏曲
モーツァルト
ベートーヴェン
シューマン
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

Wat Opot Children’s Community (孤児院)
ジャパンハートこども医療センター (病院)
Cambodian Children’s Fund (教育施設)
C.H.O.I.C.E Cambodia (学校)
Liger Leadership Academy (学校)
Prey Thom Village school (学校)
National Borey For Infants & Children (孤児院)
Royal University of Fine Arts (王⽴芸術大学)
Helping Hand (学校)
Japanese Weekend School (補習授業校)
SHE Rescue Home (児童保護施設)
New Hope for Cambodian Children (孤児院)
Cambodian Living Arts (芸術協会)
Angkor Hospital for Children (病院)
Red Cross - Physical Rehabilitation Center (身体リハビリ施設)
Cambodian Community Dream Organization (学校)
国境なき⼦どもたち 若者の家 (自⽴支援施設)

タケオ州
カンダル州
プノンペン

コンポンスプー州
シェムリアップ

バッタンバン

アダージョとフーガ ハ短調 KV546
弦楽四重奏曲第6番 変ロ長調 Op.18
弦楽四重奏曲第2番 ヘ長調 Op.41
『くるみ割り人形』より「花のワルツ」 他

シェムリアップ

バッタンバン

カンダル州

タケオ州

プノンペン
コンポン
スプー州



活動計算書 自2019年4月1日～至2020年3月31日 (単位:円)

経常収益

1. 受取寄付金 13,265,726 

2. 受取助成金等（注１） 9,487,000

3. 事業収益 3,017,275

4. その他収益 20,037

経常収益計 A 25,790,038

経常費用

1. 事業費 20,091,759

人件費 7,830,954

その他経費 12,260,805

2. 管理費 3,006,327

人件費 417,155

その他経費 2,589,172

経常費用計 B 23,098,086

当期正味財産増減額 A-B 2,691,952

前期繰越正味財産額 C 4,170,543

次期繰越正味財産額 A-B+C 6,862,495

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。

令和1年度 (2019年度) 会計報告

受取助成金内訳 （単位:円）

一般財団法人日本児童教育振興財団 2,800,000

日本万国博覧会記念基金 2,800,000

全日本社会貢献団体機構 1,500,000

一般財団法人日本メイスン財団 800,000

独⽴⾏政法人国際交流基金 487,000

公益財団法人ヤマト福祉財団 400,000

公益財団法人日本室内楽振興財団 300,000

公益財団法人はるやま財団 300,000

公益財団法人ローム ミュージック ファンデーション 100,000

合 計 9,487,000

内田 輝 EXPRESSION 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 五嶋 龍 沢井箏曲院 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国境なき⼦どもたち 特定非営利活動法人ジャパンハート 虎ノ門総合法律事務所 PR2 classic
福井県教育委員会 麻衣 有限会社鈴木弦楽器

一般財団法人日本児童教育振興財団 日本万国博覧会記念基金 全日本社会貢献団体機構 一般財団法人日本メイスン財団
独⽴⾏政法人国際交流基金 公益財団法人ヤマト福祉財団 公益財団法人日本室内楽振興財団 公益財団法人はるやま財団
公益財団法人ローム ミュージック ファンデーション

2019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 福田 智⼦

寄付（個人） ※五十音順

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 株式会社エス・アイ・イー 株式会社鎌倉新書
関西学院交響楽団・関西学院交響楽団OB会 シナリー株式会社 浄土宗大本山増上寺 東京品川中央ロータリークラブ 有限会社花野夢

※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

賛助会員（個人）

賛助会員（法人・団体）

伊藤 はるみ 伊藤 靖⼦ 岩井 住 EASTAR EGG 衣笠 智恵⼦ 郡 由美⼦ 神納 嘉代 徳岡 卓樹 戸口 文男・千代⼦
飛田 宗重 中村 恭浩 西村 裕⼦ 広田 副武 本多 秀治 宮島 香世 三輪 隆就 弓倉 整 横田 泰司 米田 ゆり
渡邊 直之

麻の会 医療法人古田医院 株式会社京ごふく ふじも登 たんぽぽキッズクリニック

相原 茂樹 荒井 進 生田 直樹 板垣 惠一 上野 俊⼦ 海老澤 祥司 大野 珠理 大山 慎一 小田 眞致⼦ 加藤 正宏
河﨑 泰⼆郎 熊谷 榮美⼦ 黒住 宗晴 榊原 廣和 島村 葉⼦ 神保 のぞみ 大門 圭助 竹内 久雄 武山 正志 多田 康彦
田丸 初榮 都甲 昌利・文⼦ 中澤 創太・結美⼦ 中道 喜代⼦ 西川 一誠 花田 由⼦ 久石 譲 百束 昭幸 福山 知恵⼦
古畑 舞久 槙谷 富美⼦ 松井 時⼦ 村松 淑美 モスコウィッツ 賢 望月 廣一 八鍬 正晴 山本 健一 横田 和⼦ 吉田 静夫
吉永 小百合

※五十音順

※五十音順


