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6歳までの子どもたちにとって、生演奏の体験が当たりまえの文化を作る。

これが、私たちNPO法人みんなのことばが目指しているものです。
私たちは、感性が育つ一番大切な時期である6歳までの子どもたちに、五感を使って”本物の音楽体験”ができる参加型クラシックコンサートを届けています。

6歳までに、感性は80%以上成長します。
豊かな感性を育てるためには、五感を使った体験、感じたままに反
応・表現をすること、そしてそれを仲間や家族と共有することが大切

と言われています。私たちは、
「みんなのコンサート」を通して、
五感を使った体験、自由に表現を
する機会、そしてそれを共有する
体験を子どもたちに届けたい。
そのような思いで、幼稚園や保育
園に「来る」コンサート活動をし
ています。

約52億円 が子どもの芸術体験のための国家予算です。
（年間：平成30年度）文部科学省による「文化芸術による子供の育成
事業」が実施されています。しかし、この予算の対象は、小学校・

中学校のみ。一番大切な時期の
未就学児には、機会も予算もあり
ません。そこで、私たちは多くの
方にご支援をいただき、NPO法人
として、機会も予算もない未就学
時期の子どもたちへ、豊かな心と
感性を育てる体験を届けています。

幼稚園・保育園へ届ける活動を大切にしています

● いつもの場所で体験できる
→ 自由に感じられるように、子どものリラックスが最優先。

● いつもの仲間と体験できる
→ 感じたことを共有・共感してより豊かな感性を育みます。

● 家庭環境・教育環境に関わらず、1人でも多くの子どもたちへ
→ 子どもの体験は大人（保護者）の選択によって大きく

変わります。予算のない小規模園や公立園へ、民間の枠組
みを使って届けることで、家庭環境・教育環境に関わらず
すべての子どもたちへ、一番効果的な方法で、心を育てる
“本物の体験”を届けることができるのです。

活動を支えているのは、
「みんなのことばサポーターズクラブ」です

月1,000円～登録できる「みんなのことばサポーターズクラブ」
の会員様に、活動をサポートしていただいています。
“子どもたちにこそ、本物の体験を。”私たちの想いに賛同し、
応援いただける方は、入会や単発のご寄付をどうぞご検討ください。

ご寄付を受け付けています

みずほ銀行 恵比寿支店普通口座 １３７９２０８
口座名義：特定非営利活動法人みんなのことば
お振込みの際は、お名前、ご連絡先をご一報くださいませ。
メール hello@minkoto.org 電話 03-3770-4266

「みんなのことば
サポーターズクラブ」

について
詳しくはこちら

↓

mailto:hello@minkoto.org
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幼稚園・保育園での活動

家庭環境に関わらず、すべての子どもたちに”本物の体験”を届けられる、幼稚園・保育園での活動を、私たちみんなのことばは大切にしています。

2018年4月～2019年3月の1年間で、延べ99か所、121公演、約9,500人の子どもたちへ心を育てる「みんなのコンサート」をお届けしました。

施設・保護者の声を紹介します

ニーチェの言葉に「真の教育は子どもにとっての開放者である」と
ありますが、その言葉を思い出しました。子どもたちの純粋な心情
に寄り添いながら、良い環境づくりを今後ともデザインしていきた
いと強く思いました。（幼稚園の園長先生より）

司会の方をはじめ、子どもたちの姿をちゃんと見て惹きつけている
姿にプロだと感心しました。音楽ももちろん素敵で間近で楽器を体
験できる機会は滅多にないので良かったです（参加した保護者より）

すべてにおいて大満足でした！終了後も今回のイベントはよかった
と大評判でした（コンサートを企画された父母の会の役員様より）

「みんなのコンサート基金」を使った活動

コンサートのための予算を持てる施設は、一部の私立園に限られます。
私たちみんなのことばでは、教育環境・家庭環境に関わらず1人でも多くの子ども
たちへ”本物の体験”を届けるため、サポーターズクラブ会員様からのご支援を中心
とした「みんなのコンサート基金」で開催予算をサポートしています。

当日の感動は当然なのですが、時間がたっても子
どもたちの心に残る「みんなのコンサート」は改
めてすごいなと親として思います。個人様企業様
の寄付による「みんなのコンサート基金」からの
サポートへの感謝を込めて園全体で古本回収に協
力いたします。父母会として皆様の活動を心から

応援しております。
（保育園の保護者役員より）
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音楽体験教室「おとあそび」

“本物の体験”をもっと身近に、もっと定期的にするための
音楽体験教室「おとあそび」がはじまりました。
五感と全身を使って音楽に触れる活動を年間を通して、幼稚園等で
継続的に行うことで、子どもの豊かな感性を育てます。
栴檀幼稚園（千葉県松戸市）他2園で開催され、2018年度は
多摩平幼稚園（東京都日野市）でも開催されました。
音楽教室やリトミックの良いところをあわせ、集中力、感受性、想
像力、協調性などを育むことができる音楽ワークショップです。

東北へ行ってきました

2011年3月の東日本大震災以降、
2011年～2016年3月に定期的にお
こなってきていた東北の子どもたち
にコンサートを届ける活動。助成
金・寄付金ともに獲得が困難を極め、
2年間のブランクがありましたが、
2018年度は自主事業として再び東
北を訪問し、主にご縁のある幼稚
園・保育園へコンサートをお届けし
ました。「忘れられていない」とい
うことが励みになる、というお言葉
とともに、生まれた時から仮設住宅
で過ごしている子もいる等、大切な
現状についてお話をうかがいました。

企業とのイベント開催

「子どもたちにこそ、”本物の体験”を。」このコンセプトに賛同してくださる
企業とともに、コンサートイベントを開催しています。
企業からいただく公演料の一部は、「みんなのコンサート基金」として、環境
に関わらず1人でも多くの子どもたちへコンサートを届ける活動に役立てられ
ています。

2018年12月
東京オペラシティ主催

「クリスマスおやこコンサート」

オペラシティ内の近江楽堂でおこなわれ、
招待された240名の親子が参加。抽選には

多数の応募がありました。

2018年4月
「みんなのコンサート in 
ノースポート・モール」

センター北駅に直結の商業施設で開催。
近隣のお客様からご期待も高く、
開店時には楽器体験の整理券を
受け取る列ができました。

2019年3月
「みんなのスプリングコンサート

in BMW Group Tokyo Bay」

初めてBGM Japan様にご協賛をいただき、
お台場のBMW Group Tokyo Bayにて、
みんなのことば主催コンサートを
2日間にわたり開催しました。

宮城県名取市、東松島市の保
育園や復興支援住宅のコミュ
ニティスペース等にうかがい
ました。
費用の一部を東京スター銀行
様にご支援いただきました。
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2018年度の主な企業との取り組み＜みんなのことば10周年記念誌より転載＞
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2019年3月18日に10周年を迎えました＜10周年記念イベントのご報告＞

10周年を迎えた当日には、文化シヤッターBXホールにて
● みんなのことばBXホールシリーズVol.6「10周年スペシャルコンサート」（親子180名が参加）
● 「10周年記念フォーラム＆コンサート」（幼児教育・企業関係者約120名が参加）
また3月21日～4月7日まで新宿区の古民家を会場に「みんこと御花見処 in 八雲庵」を開催。（期間中1,800人が来庵）
3月30日、31日には、江東区のBMW Group Tokyo Bayにて「みんなのスプリングコンサート」を開催。（親子120名が参加）

期間中の10周年記念事業として2,000名以上にご参加いただきました。
10周年記念誌として発行したタブロイド判は、10周年イヤーである2019年中は各所で配布しています。

▲BXホールで開催したイベントにお越しくださった
成澤廣修区長。ご挨拶では、文京区の取り組みに
評価をいただき、これからの継続を期待するとの
お声をいただきました。

▲記念フォーラムには幼児教育の領域から久保山茂
樹氏（国立特別支援教育総合研究所 統括研究員）に、
そしてアウトリーチなどの音楽活動の領域から壬生
千恵子氏（エリザベト音楽大学教授）にご登壇いた
だきました。

▲コンサートには12人のアーティストが登場。記念コ
ンサートでは1人1人を紹介し、これまでみんなのこと
ばを知っている方にも、初めて知った方にも、新たな
みんことの魅力をお伝えすることができました。



会計報告 2018.4 – 2019.3

2019年度計画

収入 支出

A. 受取寄付金 3,181,001円
B. 事業収入 9,478,556円
C. その他収入 94円

収入合計 12,659,651円

A. 事業費のうち人件費 3,647,800円
B. その他事業費 11,721,458円
C. 管理費のうち人件費 633,204円
D. その他管理費 520,239円

支出合計 16,360,618円

A

B

A

B

● その他事業費のうち、アーティスト出演料は6,770,111円。

● FIT寄付金（6,573,700円）を前期受け取り、
今期より活動を開始。
今期活動は約320万円相当。

● 引き続きFIT寄付金によるコンサート活動と施設からのアンケート調査。
（主に配慮の必要なお子さんのコンサートでの様子・変化をヒアリング）

● BNPパリバ「Dream Up」プロジェクト2年目。特別支援学校3校3グループ
でワークショップ＆発表会を実施。

● 文化シヤッターBXホールでの定期公演は3回を予定。
● 新しい地域での支援者・行政ネットワークを構築し継続的な活動の基盤作り。

収支計画

収入 受取寄付金 3,500,000円
事業収入 10,000,000円
収入合計 13,500,000円

支出 事業費のうち、人件費 3,800,000円
その他事業費 8,550,000円
管理費のうち、人件費 650,000円
その他管理費 500,000円
支出合計 13,500,000円

その他のサポート、みんことニュース

古本募金「きしゃぽん」取り組み

嵯峨野株式会社様のご協力で、古本の買取金額がそのままみんこと募金
になる「きしゃぽん」の取り組みをしています。
今年度より新たにブランド品の買取も始まりました。
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社様には、昨年に引き続き、
古本回収を全社で取り組んでいただきました。

UBSランチセッションに参加

スイス銀行のUBS様には、社員様に活動のアドバイスをいただくランチ
タイムセッションに定期的にお招きいただいています。

【Special Thanks】無償でご提供いただいたサービス

みんなのことばでは以下のサービスを無償提供いただき、活動の発展に
活用しています。
・Chatwork
・Google Nonprofit（G Suite / Adgrants)
・Salesforce
・Mammoth Project
舘良輔さんには、プロボノでSalesforceカスタマイズをサポートいただ
いています。

FITチャリティランにご支援いただく活動

2017年12月に開催された金融機関100社以上が参加するFITチャリティ
ランの支援先に選定いただき、650万円のご寄付をいただきました。
その寄付金を活用した活動が始動しました。幼稚園・保育園にて、配慮
の必要なお子さんとともに楽しむコンサート。施設側にアンケート調査
にご協力いただき、データを収集しています。
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