認定 ＮＰＯ法人みんなの夢の音楽隊

編集後記・戯れ言
みなさま、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年10月からのクラウドファンディングを、マラソンのように駆け抜けました。アフガニス
タンＭＭＣＣ来日公演以来の大規模な呼びかけを行ったため、たくさんの友人や支援者のみ
なさまと再会しました。さらにシェア・拡散をお願いする中で、あれれ？あなたとあなたは知
り合いなの？え？え？と、不思議なつながりがたくさんありました。人のつながりは本当に不
思議で、世界は広く、狭いと感じます。ただ、ひとえに、等しく、時間は流れました。子どもは大
人になり、結婚や子育てに進んでいる仲間も。私は来日公演が終わってすぐに父親となり、そ
の時生まれた長女は今年高校生になります。
（たぶん！）
年が明け、すぐに寄付証明書の準備をしています。このニュースとともに、寄付証明書をお
送りします。ふるさと納税のように寄付控除がありますが、対価のあるお礼は禁止。そんな縛
りのある、私たちの活動への寄付をいただき、本当に感謝しかありません。ありがとうございます。
日本に寄付文化はありません。ふるさと納税制度によってその道はさらに遠くなりました。ちょっと愚痴が入りました。
子どもの冬休みの宿題で、身近な人の職業について。我が家の娘には難題です。
「お金を稼ぐことはなく、お金を良いことに使う仕事で
す。」
「事業資金は応援してくれる人からの寄付。」
「自分の生活のための収入は別。
（個人事業）」
「職業は目的ではなく、手段。」そんな話をし
ながら、どこへも出かけない正月休みを、子どもたちと過ごしています。みなさまの新しい１年が、良い年になりますように。これからも、ど
うぞよろしくお願いいたします。
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メンバー募集中

認定ＮＰＯ法人みんなの夢の音楽隊は、会員の皆様の会費によって運営されています。
私たちの活動に賛同し、協力してくださるメンバーを募集しています！
●
●
●
●
●

正会員
（総会での議決権を持ちます） 年会費１口10,000円または月会費750円
個人賛助会員
（ゆめうたサポーター） 年会費１口 3,000円または月会費250円以上
団体賛助会員
（ゆめうたサポーター） 年会費１口10,000円
ＭＭＣＣサポーター ＤＡＷＮサポーター 年会費１口 3,600円または月会費300円
ゆめうたサポーター 月々300円以上の定期定額寄付（クレジットカードによる月々自動引き落とし）のご登録
●

※会費・ご寄付のお支払いは、
年払い一括または、
クレジットカードによる月々の自動引き落としがご利用いただけます。
※会員・寄付者のみなさまには、
不定期
（年２回程）
でゆめうたニュースをお届けします。
お問い合わせ TEL048-783-5771 FAX048-783-5772 info@yumeuta.com 郵便振替 00160-8-352345 認定特定非営利活動法人みんなの夢の音楽隊
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特定非営利活動法人 みんなの夢の音楽隊
･運営全般へ(寄付)1口3,000円×[
･指定事業へ(寄付)1口3,000円×[

]口
]口

□子ども食堂・ミニ〇区・子ども向け事業
□ＭＭＣＣ・アフガニスタンへの事業
□ＤＡＷＮ・劇団あけぼの公演・シクハイ事業
）
□緊急支援 □その他（
みなさまのご協力ありがとうございます。

※こちらもあわせてご使用下さい。
ご支援・ご協力ありがとうございます。

NPO法人みんなの夢の音楽隊
【新規入会・継続申込書】
会費[
]年度[新規/継続]

※正会員10,000円 賛助会員3,000円
団体賛助10,000円 (年度は1/1〜12/31)

[ＤＡＷＮ/ＭＭＣＣ]サポーター
[新規/継続]※年3,600円

※事務局使用欄
ご住所（〒
お名前
TEL

−

）
（フリガナ）

会費[

]円
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寄付は
で
ＷＥＢ
♪
簡単に
みんなの夢の音楽隊は
みなさまの寄付で運営
されています。郵便 局
から送金できる専用の
振込用紙をご利用いた
だくか、クレジットカー
ドをお持ちの方はホー
ムページから簡単にお
手続きができます。１
回のご支援も、毎月継
続のご支援もご登録が
できます。
ぜひ、
ご協力
をお願いいたします。

12月20日、31日をもって、アフガニスタン緊急支援のクラウドファンディングを終了しました。

現地スタッフ救出のためのクラウドファンディング
4,047,001円
食糧支援のためのクラウドファンディング
501,000円
集まった資金は、アフガニスタンの仲間たちの安全を確保するため、飢餓の
危険に瀕している人々への食糧支援として、大切に使わせていただきます。事
業の進捗や、資金の使途など、追ってご報告をさせていただきます。
一部のスタッフの退避はすでに実行され、隣国など安全な場所にいます。引
き続き退避に向けたサポートを実施していきます。食糧支援についても、すで
に３カ所の拠点で実施されています。
資金が私たちの会に振り込まれるのは２月１０日となっていますので、それ
までは自己資金や、他の事業費などを一時的に立て替え、緊急支援を実施して
まいります。
みなさまのご支援・ご声援、本当にありがとうございました。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

FAX

（ゆうちょ銀行） （承認番号東第 49374 号）

認定NPO法人みんなの夢の音楽隊
今川夏如

さいたま市

子どもがつくるまち
（サイデン化学アリーナ）
海空都市 2021年11月 開催！
！
み く と し

毎年、さいたま市各区で開催される「子どもがつくるまち」。ゆめうたも、南区と中央区で開催してきました。今年度は、さいたま市誕生
20周年記念として初の全区合体企画が決定。北区と桜区の2つの会場で行われ、参加者はどちらへ参加してもよい企画となりました。
大きく違うのは、初のさいたま市委託事業となる点。企画提案書を提出し、公募型プロポーザル方式になるため、プレゼンをして選出さ
れなければなりませんでした。NPO法人子ども劇場おやこ劇場埼玉センターと協力して、6月末のプレゼンに向けて準備をし、無事勝ち抜
けることができました。

☺どんなスタイル？☺

今回は、
2月に開催した子どもがつくるまちのオンラインの実績が非常に役立ち
ました。
本番会場
（11/28）
とオンライン会場
（11/14~26）
を始めから作り準備をし
ました。
子どもスタッフはオンラインスタッフも含め62名。
全区から集まりました。
まちの名前はエリアの名前から海空都市
（みくとし）
に決定！お金の単位はミクト！

☺子どもスタッフの様子☺

▲まち会議中

▲ZOOMでオンライン
スタッフと会議を繋いで

子どもたちにとって、オンラインでまちをつくるということは非常にハードルが高いことです。ゲームを作るのか、物販を販売するのか、
トップページって何？最初は戸惑いながらも、徐々にイメージがわいていく過程が、見ていてこちらも楽しい瞬間です。自分たちがイメージ
したものが、デザイナーさんや大人スタッフによって形になってくる。形になると、子どもたちもイメージが広がるようです。自宅からのコ
ミュニケーションツールはオンラインページに作った各お店ごとの掲示板を使いました。質問やお願いなど、掲示板を使ってやり取り。子
どもたちは新しいことも素早く吸収し、使いこなしてくれました。保護者のお力添えも大きく、家庭でのサポートに感謝しかありません。オ
ンラインのまちが終わるとすぐ、リアル会場のまちも開催。子どもスタッフはうまくリアルとオンラインを切り替えて、準備できていまし
た。

ネイチャーラボ冬！
！記録的寒波で雪はたっぷり！
！
！
この間まで夏でした。舘岩のご報告をしたはずですが・・・。もう、冬になりました。今回はA,B,Cの3日程でのス
キー企画です。
A日程は2021年12月25日から27日。B日程は2022年1月8日から10日。C日程は2022年2月11日から13日。
A,B日程までのご報告です。A日程は9名。寒波の影響で過去最高の寒さを記録しました。ゲレンデもずっと氷
点下。天気は悪くないのですが、やはり寒い。休憩を取りながら時間いっぱい滑りました。今回も3人のスキー初
心者がいましたが、毎年恒例の、
「初めてはうそですね？」状態の滑りをしてくれました。新メンバーも半分いまし
たので、新しい仲間が増えて非常に楽しかったです。
B日程は11名。ほぼ中学生。これも初めてです。中学生の参加は嬉しい限り。そして女子大生も2名。これも初め
てです。
（筆者はいつでも気持ちは女子大生だが、やはり現実は違う）斬新なメンバーでのスキーは非常に楽しい
ものとなりました！
C日程も初めてのメンバーの参加です。子どもがつくるまちで子どもスタッフを2回してくれた子どもたち。今か
ら楽しみです！

▲雪はたっぷり

▲寒いけど頑張った
▲過去最高の寒さ！
（-15度！）

☺オンラインのまち☺

11/14~11/26まで開催。1176名の子どもが遊んでくれたようです。オンライン
のまち良さはいつでも自宅から長い期間遊べることです。
「毎日の日課になってい
た」
「こつこつミクトをためていた」などの感想も多く聞きました。ゲームも人気が
高く、小物販売も高いクオリティで素敵でした。
Scratchなど、大人が初めて知るものもありました。参加者アンケートでは
96％が満足と答えており、安心しました。

▲オンラインでの
レースゲーム
▲お手伝いありがとう！

▲夜はゆったり遊んで

▲みんなでご飯

☺コトリス☺

「ここに取りに来てねスポット」の略。オンラインで買った商品は、各公民館な
どに時間予約をして取りに来てもらいました。

☺サイデン化学アリーナ会場☺

▲オンラインでの
探し物ゲーム

11/28がいわゆる会場本番日でした。
メインアリーナ、
サブアリーナ、
多目的室もすべて使えるのでかな
り広いですが、
コロナ対策でさいたま市より定員の半分と指示があり、
かなりゆったり使いました。
さらに
密を避けるため、
時間差入場、
2時間で退出と、
感染予防対策はしっかりとやりまし
た。台車で走るゴーカートや、電車、サイエンスの実験、アルバイトやハローワーク
（ミクトワーク）
。
子どもたちが考えたまちが動いていました。
サイデン化学アリーナ
は、
交通の便も良いとは言えませんが、
全区から参加者があり、
アンケートでも91％
が楽しかったと答えてくれて、
嬉しい結果となりました。

☺振り返りの会を12/5にしました。☺

子どもたちの感想は、リアル会場とオンライン会場、どっちもやりたい！が一番
でしたが、どちらかしかできないならリアル会場がほとんどでした。ずっとコロナ
で我慢や中止ばかりの小学校生活。人と接し、触れ合う楽しさを、子どもたちは一 ▲ポスターも頑張って
つくりました！
番求めているのだなあと実感しました。
何かがないからできない、できないからあきらめようではなく、何ができるか、どうしたらできるか
を考えようというメッセージを大人から送りました。子どもたちとはだるまさんが転んだ、などのゲー
ムもたくさんして盛り上がりました！みんなが笑って打ち解けて過ごせた最後の会。元気でね！

▲オンラインのまち
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▲ミクトワークに仕事をもらいに

みんなの夢の音楽隊はみなさまの寄付で運営されています。
郵便局から送金できる専用の振込用紙をご利用いただくか、
クレジットカードをお持ちの方はホームページから簡単にお
手続きができます。
１回のご支援も、毎月継続のご支援もご
登録ができます。
ぜひ、
ご協力をお願いいたします。

パソコン・スマートフォンから

http://yumeuta.com/

みんなの夢の音楽隊は認定ＮＰＯ法人です

▲陳列もきれいに

サポーター会費は税制上寄付扱いとなり、
認定ＮＰＯ法人に対する寄付と
して、所得税・法人税上の優遇措置が受けられます。詳しくはお近くの税
務署、
またはみんなの夢の音楽隊事務局までご連絡ください。

