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「音楽を通して生きる力を育む」
エル・システマジャパン

東日本大震災で被災した子どもたちへの支援から始まった
エル・システマジャパンの活動。希望すればだれでも無償で
参加でき、子どもたち同士で学び合い、成長していくユニー
クな音楽教育を行ってきました。

その活動は、芸術や音楽と接する機会が限られている地域や、
障害のある子どもたちへと広がっています。地域の音楽指導
者や各分野の専門家、自治体、ボランティアと連携して子ど
もたちの成長を支えてきました。

エル・システマジャパンは、音楽を通して子どもたちが、仲間や
さまざまな人と関わりながら、社会を生きていく力を育むこと
を目指しています。

©Ma
riko
 Ta
ga
sh
ira

ごあいさつ

エル・システマジャパンの活動への日頃からの応援に、心より感謝申し上げます。

12月に開催されたエル・システマ・フェスティバルをはじめ、相馬、大槌、駒ヶ根、東京の子どもたちは、発表の
機会に恵まれ、国内外の仲間と共に音楽体験を深めて一段と成長しました。

AI（人工知能）の進化が社会経済環境を大きく変えるといわれる昨今、STEM（Science（科学）、Technology
（技術）、Engineering（工学）、Mathematics（数学））教育の重要性が声高に叫ばれています。上記4分野
にArt（芸術）を加えたSTEAM教育こそが、創造性と人間性を高めていくためには必須ではないかとの議論も
あります。

「芸術教育とは何か？」　

私は、最も大切なのは、美しい世界にふれることで心が耕され、魂が育まれることだと考えています。
エル・システマの創設者アブレウ博士は、「子どもたちから美しいものへのインスピレーションを奪うことは、最も
罪深い」と語りました。ドイツの詩人シラーは「美は人々を結ぶ、ただ一つのコミュニケーションのかたち」と述
べています。

エル・システマジャパンは、家庭環境に関わらず、希望するすべての子どもが集団での音楽活動を通して生きる
力を育んでいくことで、共生社会を実現することを目指しています。

私は、オーケストラや合唱で仲間と共に、美しい世界を創り上げていく喜びが、生きる力の本質にあると考えて
います。自ら旋律を奏でようとするとき、まずは、アンサンブルで他の人が奏でる旋律を聴き、共に合わせていく
ことは欠かせません。このプロセスを繰り返しながら、ひとりでは成し得ない至高の世界を、仲間と共に感じるこ
とができるのです。

オリンピックイヤーでもある2020年には、世界中から集うエル・システマの仲間たちと、多様性と平和を祝う大
きな祭典を東京で開催する予定です。子どもたちは、今からその準備に余念がありません。

引き続き、あたたかい応援をいただければ幸いです。

エル・システマジャパン 代表理事

菊川 穣

【菊川穣 略歴】 
1971年神戸生まれ。95年ロンドン大学ユニバーシティカレッジ卒業。96
年同大学教育研究所政策研究修士課程終了。その後、98 年よりユネスコ 
南アフリカ事務所にて教育担当官。2000年よりユニセフ レソト、エリトリア
事務所において、青少年、子ども保護、およびエイズ分野を担当。07 年より
日本ユニセフ協会にて勤務。11年3月より東日本大震災緊急支援本部チー
フコーディネーターとして支援活動を指揮。12年3月に一般社団法人エル・
システマジャパンを設立、代表理事に就任。

南米ベネズエラで始まった
社会変革を目指した音楽教育

「エル・システマ」

1975年に始まった活動は、シモン・ボリバル音
楽財団によって展開され、現在、約100万人の
子どもたちが国内の約300の子どもオーケスト
ラ＆コーラスに参加しています。その取り組みは、
世界の約70の国と地域に広がり、シモン・ボリバ
ル音楽財団との協力協定のものと、地域の特性
や状況に応じて、展開されています。
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相馬
子ども
オーケストラ
＆コーラス
協力協定：福島県相馬市

大槌
子ども
オーケストラ
協力協定：岩手県大槌町

駒ヶ根
子ども
オーケストラ
協力協定：長野県駒ヶ根市

東京
ホワイト
ハンド
コーラス
共催・協力：東京芸術劇場
社会福祉法人トット基金

音楽監督（コーラス）：古橋富士雄　　　　　　音楽監督（吹奏楽）：岡崎明義　　　　芸術監督（ホワイトハンドコーラス）：コロンえりか

週末音楽教室
参加者数
（2019年5月現在）

週末音楽教室
参加者数
（2019年5月現在）

週末音楽教室
参加者数
（2019年5月現在）

週末音楽教室
参加者数
（2019年5月現在）

管楽器教室、
弦楽器教室（初級）、
弦楽器教室（中上級）、
弦楽器自主練習会、
合唱教室を各週1回実施

学校への部活動支援として、
バイオリンの出張指導を
週2回実施

グループレッスンと弦楽器教室を

各週1回実施

弦楽器教室を週5回実施

隊ごとの練習を月2回、
状況に応じて合同練習も実施
（2019年度4月より月3~4回の練習へ）

学校への支援
相馬市内小学校 : 9校
練習場所

相馬市民会館など
５か所

支援人数（学校への支援を含む）
約2,000名

練習場所
駒ケ根市文化会館など3か所

支援人数
約80名

学校への支援＋
部活動支援

町内の小・中一貫校 : 2校
練習場所

町内の子ども向け施設など4か所
支援人数（学校への支援を含む）

約80名

練習場所
東京芸術劇場ほか

支援人数（学校への支援を含む）
 43名

オーケストラ コーラス

小学生 38名 7名
中学生 25名 20名
高校生 15名 7名
合計 78名 34名

サイン隊 声隊
未就学児 1名 1名
小学生 12名 19名
中学生 3名 3名
高校生 2名  
専科生 2名  
合計 20名 23名

オーケストラ

小学生 66名
中学生 3名
合計 69名

オーケストラ

未就学児 4名
小学生 26名
中学生 2名
大人 5名
合計 37名

健聴児2名
を含む

晴眼児7名
を含む

日 の々活動

日々の活動

日々の活動

日々の活動

日々の活動
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エル・システマジャパンは、３つの支援策を柱に、
各地やグループの状況に応じた支援を行っています。

１．
直接的な支援

（子どもオーケストラ、子どもコーラス、作曲教室）

２．
学校を通じた支援

（部活動支援、音楽事業支援、専門家の派遣）

３．
総合的な支援
（楽器の購入・修繕）

少子化の影響で部活に参加する子どもたちも減ってお
り、特に地方部ではその影響が顕著です。エル・システ
マジャパンは、地域に開かれた音楽活動を行うだけで
なく、学校への支援も行うことで、より多くの子どもた
ちが芸術や音楽にふれる機会をつくっています。また、
障害のある子どもたちが、自分らしさを大切にした表
現による音楽活動も行っています。

オーケストラやコーラスに
参加して生きる力を
育んだ子どもたち 261人

約2400人
学校での支援などを含めて、
エル・システマジャパンが
支援した子どもたち

2018年度
の

活動状況
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2018年は、オーケストラ＆コーラスの子どもたちにとっ
て多くの聴衆、多様な音楽との出会いがありました。
 
オーケストラは「第54回スズキ・メソードグランドコンサ
ート」や東京のイタリア文化会館で演奏する機会に恵ま
れました。また、福島市のFTVジュニアオーケストラや
那覇ジュニアオーケストラとの共演から大いに刺激を受
けたようです。
 
コーラスは「国際シニア合唱祭ゴールデンウェーブ in横浜」
に特別出演したほか、市内で開かれた野馬追のレセプシ
ョンで全国から集まった聴衆の前で堂 と々した歌声とダ
ンスを披露しました。
 
集大成となったのは「第5回エル・システマ子ども音楽祭
in相馬」。子どもたちは、繊細で技術が求められるレパ
ートリーにも挑戦しました。英国オックスフォード大学
管弦楽団をゲストに迎え、フィナーレでは出演者250名
全員でお互いの故郷を代表する楽曲「威風堂々」「相馬
盆唄」を演奏しました。

市内小学校への音楽による学校支援や、プロの奏者に
自作曲をその場で演奏してもらえる作曲教室は、継続し
て実施しています。

相馬子ども
オーケストラ
&コーラス
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大槌では、未就学児から高校生までの「大槌子どもオー
ケストラ」と「大人の教室」で幅広い年齢のメンバーが
切磋琢磨しながら、練習を重ねています。

ほぼ毎月のように町内のイベントに参加し、発表の場を
いただいています。クリスマスには、町に新しく建設され
た図書館兼文化交流センターのホールでコンサートを
行い、堂々と「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」など全
12曲を演奏しました。

震災から8年を経て三陸鉄道リアス線が全線開通し、新
しい大槌駅が生まれました。町の風景や環境が変わっ
ていく中で、子どもたちは、地元の方々からあたたかい声
援を受けています。

プロの指導者の方や指導ボランティアのフェローによる
レッスンに加え、地元出身のOB・OGが指導者として大
槌に帰って後輩に教える活動も行われています。部活動
支援として、大槌学園・吉里吉里学園の中学生合計16
名と大槌高校の7名のブラスバンドの指導も行っています。

相馬子どもオーケストラの夏期学習会への参加や、那覇
ジュニアオーケストラとの共演などを通して、同世代の子
どもたちから、たくさんの刺激を受けました。音楽を通して、
新たな仲間をつくる機会となりました。

大槌子ども
オーケストラ

©Mariko Tagashira
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2年目を迎えた駒ケ根子どもオーケストラ。市内全小
学校から参加者が集い、バイオリンだけだったパートに、
ビオラパートが加わって、たくさんの子どもたちが活動
しています。

子ども音楽祭のほかにも、地域のイベントに招かれて演
奏をしたり、東京音楽大学の武石教授らのご協力による
音楽ワークショップに参加したり、国内外からのゲストと
共演したりと、活動の幅が広がりました。夏には、相馬を
訪れ、先輩たちの演奏に大いに刺激を受けた子どもたち
です。

とにかくバイオリンが好きで、新しいことに挑戦し、でき
るようになるのがうれしくてたまらない1年目のメンバー。
音を鳴らすだけで精いっぱいだったところから、音楽を
表現する「音楽家」へ歩み始めた2年目のメンバー。

一斉にスタートした子どもたちの中で少しずつ先輩・後
輩関係も生まれ、子どもたち同士で一緒に練習したり、
教え合ったり、憧れの曲を真似して歌ってみたり。参加
する子どもたちが自ら作り上げる場も垣間見られた1年
間でした。

駒ヶ根子ども
オーケストラ

08 09
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手歌で表現する聴覚に障害のある子どもたち（サイン隊）
に加え、視覚に障害のある子どもたち（声隊）を中心とし
た子どもたちを迎えた東京ホワイトハンドコーラス。メン
バーがほぼ倍増しました。東京芸術劇場をはじめ練習
の場では、顔がほころんだり、笑い声のあがったりするこ
ともしばしばです。

参加している子どもたちの視力や聞こえの度合いはさま
ざまで、重複障害の子どもも障害のない子どももいます。
また、手話になじんでいる子もそうでない子もいます。

ひとりひとりの子どもにあった指導ができるよう、試行錯
誤しながらも、工夫して取り組んでいます。サイン隊の子
どもたちは、歌詞の世界を読み解き、自分が考えた表現
を交わしながら、手歌をつくりあげていきます。声隊の子
どもたちは、点字と拡大した文字の二種類の歌詞カード
から必要な方を受け取り、音のみで曲を覚えていきます。

12月のエル・システマ ガラコンサートへ向けて、手歌の
サイン隊とコーラスの声隊による合唱に挑戦、隊ごとの
練習を重ねながら、合同練習も行いました。コンサート
当日は、見えない子どもたちも安心して舞台を歩けるよ
う、聞こえない年長の子が手をつないで支え、唯一無二
の合唱を披露しました。

東京
ホワイトハンド
コーラス

10 11
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エル・システマ・フェスティバル2018

エル・システマ
ガラコンサート

12月1日、東京芸術劇場でエル・システマ・フェスティバル2018『エル・シ
ステマ ガラコンサート』が行われました。
第1部には相馬、大槌、駒ケ根の子どもオーケストラが登場。皇后陛下（現
上皇后美智子様）をお迎えした第2部では、東京ホワイトハンドコーラスと
ベネズエラのアンサンブル・グループ「ララ・ソモス」が共演しました。

アンコールで舞台いっぱいに広がった子どもたちからは、「共に奏で、共に
育つ」姿が感じられ、会場は「この演奏を分かち合える喜び」で満たされま
した。日本とベネズエラ、相馬、大槌、駒ケ根、東京、そして障害の有無－
音楽にはすべてをつなぎ、包みこみ、つないでいる力がある―エル・システマ
の目指すものを、体験していただけたかと思います。

子どもたちからは、「練習ではうまくできなかったけど、本番はできた！」「やった！
と思う」「自分ひとりでできないことが、友だちと一緒だとできる」「みんなで
演奏できるのが楽しい」などの声が寄せられました。

くわしくは　http://www.elsistemajapan.org/20181201

12 13

初の大舞台を迎えた声隊ものびやかな歌声を披露 サイン隊が声隊を
ステージからエスコート
©Mariko Tagashira

ベネズエラのホワイトハンドコーラスのメンバーらで
結成されたララ・ソモスが再来日
©Mariko Tagashira

©Mariko Tagashira

出番を待つ子どもたちは緊張ぎみ　©Mariko Tagashira

子どもたちの力をどんどん引き出した指揮者のエンルイス氏はエル・システマの新鋭　©Mariko Tagashira



楽器から伝わる振動に音の世界を
想像するサイン隊の子たち

相馬子どもオーケストラのバイオリン指導者の須藤亜佐子先生（左）と花音さん（右）

15

広報活動

「これまでろう者に
とって音楽は無駄なものだ
と思っていたけれど、それは間
違いだと思いました。音楽が
体に響いてきたのです。自分も変わ
ることができました。」

サイン隊の元香さん
（エル・システマフェスティバル終了後）

「息子が楽しそうに
歌っている姿はとても新鮮で、
見ているこちらも思わず笑顔にな
ってしまいます。サイン隊との交流は、
驚きと感動の連続で、子どもたちの
可能性が無限大であることを改
めて知ることができました。」

声隊の保護者の方

エル・システマジャパンは、Facebookページをほぼ毎日更新し、活動
の様子やコンサートや番組放映のご案内、ご協力のお願いなどの広報
活動を行っています。子どもたちの日々の練習の様子や新しい挑戦など
もご紹介しています。

2018年度もTVや新聞、雑誌、WEBなどのメディアに取材や掲載いた
だきました。件数は、TV 6件、新聞 24件、雑誌 11件、Web 6件でした。

『オケが変えた わたしの未来 音楽教育「エル・システマ」　福島の支援
で成果』（朝日新聞 2018年4月26日）では、相馬子どもオーケストラを
卒業し指導者をめざして進学したひとりの少女が紹介されました。相馬
子どもオーケストラが家以外の居場所となった花音さん。エル・システマ
ファミリーの世界のトップ奏者から指導を受けるうちに、すごいという漠
然とした感想から、すごくなれる方法に興味を持ち、世界が広がったとい
います。「音楽で自分の世界が変わった」経験から、バイオリニストでなく、
地元でバイオリンが教えられるようになりたいと語る姿から、音楽で育ま
れた生きる力が感じられました。

異なる障害のある子どもたちが協奏する東京ホワイトハンドコーラス。
ガラコンサートへ向けて、声隊の活動開始やサイン隊との交流や練習
などが継続的に取材され、放映されました（NHK Eテレ ハートネット
TV）。番組では、新たな表現方法や仲間と意見を交わす中での発見など、
さまざまな出会いを経験する子どもたちの様子が紹介されました。 「（声隊の）みんなが歌うとこ

ろを見ていて、声は聞こえないけど、
きれいだろうなと思いました。」

サイン隊の美紗生さん
（初めての合同練習のあと）
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ちいさな
音楽家
サポーター
（毎月の寄付）

今回の寄付

ふるさと納税で
の寄付

楽器の寄贈

ボランティア

企業版
ふるさと納税で
の寄付

物品や
ポイントによる
協力

コンサートに
いく

エル・システマジャパンの活動は、
みなさまのご支援で
支えられています。

是非、継続的なご支援を！！
子どもたちへの長期的なサポートのために、継続したご寄付
は大きな支えになります。クレジットカードまたは口座振替で、
月 1々000円からのご寄付を承っています（1000円単位で
任意の金額になります）。安定した運営と活動のために、ご
協力をお願いします。

相馬市ならびに駒ケ根市へのふるさと納税を通じて、相馬
子どもオーケストラ＆コーラスまた駒ケ根子どもオーケストラ
の活動を支援できます。ふるさと納税では、住民税と所得税
の控除を受けられるほか、相続財産の場合は相続税が非
課税になります。

エル・システマジャパンでは、オーケストラに参加する子ども
たちに無償で楽器を貸与しています。「以前は使っていたけ
れど今は弾いていない」という楽器がございましたら、どうぞ
ご寄贈ください。メンテナンスをして、使わせていただきます。

エル・システマジャパンの活動は、多くのボランティアによって
も支えられています。弦楽器指導ボランティア（フェロー）、本
部サポートボランティア（事務）や広報PRサポートインター
ンを募集しています。

継続や定額でないご寄付も、お預かりしています。「活動を知
って応援したくなって」「誕生日の記念に」など、さまざまなタイ
ミングでご寄付をいただいています。クレジットカードやコンビニ、
Pay-easyなどオンラインや、銀行口座、郵便口座へのお振込
みをお取り扱いしています。

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を通じて、相馬子ど
もオーケストラ＆コーラスの活動をご支援いただけます（相馬
市以外に本社や主たる事業所がある場合に限る）。税制の優
遇措置により、損金算入措置（約3割）と合わせて、寄付額の約
6割に相当する額が軽減されます。

読まなくなった書籍やDVDをご寄贈いただき、買い取っても
らうチャリボンや、Tポイントによるご寄付などもお受けしてい
ます。

各地で開かれる子ども音楽祭やコンサートに、ぜひお越しを！
子どもたちの演奏や合唱をどうぞご鑑賞ください。コンサート
の情報は、ホームページとFacebookでご案内しています。

三菱UFJ銀行　玉川支店
普通口座　0155133
一般社団法人エル・システマジャパン

ゆうちょ銀行　店名　019（ゼロイチキュウ）
記号　00180-7　番号　359243
シヤ）エル　システマジャパン
・ 振込手数料はご負担願います・ 領収書を希望される方は、お手
数ですが、別途、 info@elsistemajapan.org までお名前、ご住所
をお伝えいただけますようお願い申し上げます・ ゆうちょ銀行口座の
場合は、通信欄にお名前、お電話番号、ご住所を記載ください

エルシステマジャパン  ふるさと納税

ご協力のお願い
子どもたちが音楽を通して
生きる力を育めるように

©Mar
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ホームページで
詳しく紹介して
います。→
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2018年度
外部調査報告

エル・システマジャパンは、活動成果を評価し、今後の活動にいかしてい
くために、専門家による外部評価調査報告を継続的に実施しています。
2016年度から、慶應義塾大学 SFC研究所 社会イノベーション・
ラボ玉村雅敏研究室に依頼し、継続した調査によって、福島県相馬市
と岩手県大槌町での事業が生み出す社会的インパクトを明らかにして
きました。
3年目となった今年度は、駒ケ根子どもオーケストラと東京ホワイトハン
ドコーラス等団体の包括的な活動を踏まえた、エル・システマジャパンが
もたらす価値などについての言語化・構造化が行われました。

報告：慶応義塾大学SFC研究所　調査担当　落合 千華氏

エル・システマジャパンが提供する
３つの価値

「地域の良さを伝える」をはじめと
する3か年の子どもたちの変化

無償の音楽機会を通じて成長する
多様な子どもたち

3年目の今年度の調査では、まず、エル・システマジャパンが届ける提
供価値は何かを、関係者で話し合い、再整理することから始めました。
これまでの評価結果やスタッフ、関係者との対話を通して、エル・シス
テマジャパンが提供する価値は、「音楽の機会提供」、「子どもたちの
成長」、「地域／環境の変革」であると確認しました。このことは、本調
査対象での相馬、大槌での活動だけではなく、学校を通じた支援、駒
ケ根子どもオーケストラや東京ホワイトハンドコーラスを含め、エル・シ
ステマジャパン全体の価値だといえます。

前年度に続き、子どもたちの成長や地域の変化に関する今年度の成
果を測定しました。子どもたちと保護者の回答から、多くが5段階の
3.5を上回る、肯定的な回答になりました。

「競争心が芽生える」は3年間で下降傾向にあり、子どもたちが競争と
いうよりは「共創」できる活動の場で、徐々に成長していることが示唆
されました。
こうした変化を今後も長期的に測定し続けていくことで、どの項目がど
の活動で成果として表れやすいのかを把握し、よりよい活動を実施し
ていけると考えられます。より多くの関係者との協働等を促し、さらに
成果の見える化と改善を続けていくことで、エル・システマジャパンの
活動が広く長く発展し、子どもたちの成長、地域に広がっていくことが
期待されます。

外部調査報告を受けて
継続的に実施してきた外部評価調査結果を踏まえて、エ
ル・システマジャパンは、今まで以上に、経済的、物理的な
理由で音楽の機会が限られてきた子どもたちに支援を届
けられるように注力していきます。一例では、東京ホワイト
ハンドコーラスに、さらに多様なメンバーを迎えていくこと
を検討しています。具体的には、より地域に密着した活動
を促進していくために、資金調達や広報の活動も、保護
者や地域の関係者と共に実施していきたいと考えています。

 代表理事 菊川 穣

エル・システマジャパンは、音楽の機会提供が少ない地域や環境で活
動しています。無償の音楽機会を提供することは、むずかしい状況に
ある子どもを含めた多様かつ多くの子どもたちの参加を可能とし、一
般の音楽教室とは異なる子どもたちが対象となっています。また、音楽
という非言語での表現活動を通して、多様な子どもたち、そしてその
周囲の地域の人々が共に変化していくこともひとつの大きな価値と言
えるでしょう。

エル・シルテマジャパンの主な提供価値と対象
〈主な提供価値〉

〈対象：音楽の機会提供が少ない地域／環境における人々〉

音楽機会の提供

子どもたちの成長

地域／環境の変革

対象①
音楽に関心を
持つ子ども

対象④
保護者／
周囲の大人

対象⑤
地域の人々

対象②
特にむずかしさを
抱えた子ども

対象③
その他の子ども

主な成果が出ていた項目（30項目ある内、上位抜粋して表記）

先生や友人に受け入れられる
多様な相手と出会う
グループで物事に取り組む
地域の良さを伝える
夢中になれることをみつける

夢中になれることをみつける

先生や友人に受け入れられる

2018年度成果

4.6
4.3
4.2
4.2

3.6→4.1
4.3→4.6
4.0→4.3

成果項目 結果

3カ年成果
（2016年度結果→2018年度結果）

1918 ©Mariko Tagashira



会計のご報告

2018年度も、多くのご支援・ご協力をお寄せいただき、
エル・システマジャパンは、音楽を通して生きる力を育
む事業を行いました。

今年度の活動のための収入は8, 858万円で、毎月定
額のご寄付をいただく「ちいさな音楽家サポーター」に
よるご支援が増えたことに加え、企業商品の売り上げ
の一部の寄付（タイアップ）によるご寄付などによって、
前年比プラス14％となりました。期末残高は、マイナス
約12万円となり、前年マイナス約767万円から大幅削
減となりました。

支出は、現地事業費が4分の3を占めています。地域に
根差し、地域に開かれた活動を行っていくために、現
地事業費により多くの財源を充当できるよう心がけて
います。広報・資金調達活動には、子どもたちの練習の
成果を発表するガラ・コンサートやイベントに関わる費
用や広報媒体作成費用などが含まれています。現地
事業費の減価償却は、エル・システマジャパン所有の
楽器と、自主練習用に開発したソフトウェア分です。

安定した運営を行っていくために、今後は、資金調達
活動にもより重点を置き取り組んでまいります。

8,858万円

8,110万円

寄付金
39%

現地事業費
76%

広報・資金
調達事業費

13%

管理費
11%

相馬  37%

収入の内訳

支出の内訳

大槌  16%

駒ヶ根  11%
東京   9%
減価償却   3%

事業収益
26%

会費
4%

補助金・助成金
31%

※ 財務諸表の全文は、エル・システマジャパンのホームページ（http://www.elsistemajapan.org）で
ご覧いただけます。

公益法人会計基準に則る　　　監査：矢崎 芽生（公認会計士・税理士）

2018年度 貸借対照表
2019年3月31日現在[税込]（単位：円）

科目 金額

資産の部
　流動資産
　　現金・預金
   　　現　　　金 176,850 
   　　ゆうちょ　当座 0 
   　　ゆうちょ　普通 56,599 
   　　三菱東京 UFJ　普通預金 1,104,508 
　　　現金・預金 計 1,337,957 
　　売上債権
　　　未　収　金 3,512,293 
　　　売上債権 計 3,512,293 
　　その他流動資産
　　　前払　費用 0 
　　　未収消費税等 0 
　　　その他流動資産  計 0 
　流動資産合計 4,850,250 
　固定資産
　　有形固定資産
　　　楽器　類 6,366,200 
　　　減価償却累計額 △ 5,390,176 
　　　有形固定資産  計 976,024 
　　無形固定資産
　　　ソフトウェア 8,640,000 
　　　無形固定資産  計 8,640,000 
　　投資その他の資産
　　　敷　　　金 968,800 
　　　投資その他の資産  計 968,800 
　固定資産合計 10,584,824 

資産の部  合計 15,435,074 

負債・正味財産の部
　流動負債
　　未　払　金 14,401,172 
　　預　り　金 501,976 
　　未収消費税等 650,000 
　　流動負債  計 15,553,148 
　負債合計 15,553,148 
　正味財産
　　前期繰越一般正味財産 △ 9,118,230 
　　前期繰越指定正味財産 1,450,578 
　　　前期繰越正味財産額　計 △ 7,667,652 
　　当期一般正味財産増減額 7,478,756 
　　当期指定正味財産増減額 70,822 
　　　当期正味財産増減額　計 7,549,578 
　　一般正味財産 △ 1,639,474 
　　指定正味財産 1,521,400 
   　　正味財産　計 △ 118,074 
　正味財産合計 △ 118,074 

負債・正味財産の部  合計 15,435,074 

2018年度　正味財産増減計算書
2018年4月1日～2019年3月31日（単位：円）

科目 事業会計 法人会計 合計

I. 一般正味財産増減の部
　1. 経常増減の部
　（1）経常収益
　　　受取会費
　　　　正会員受取会費 16,080 7,920 24,000
　　　　賛助会員受取会費 2,407,980 1,186,020 3,594,000
　　　受取助成金等
　　　　受取公的助成金 0 2,280,000 2,280,000
　　　　受取公的補助金振替額 23,820,000 0 23,820,000
　　　　受取民間助成金振替額 1,520,000 10,000 1,530,000
　　　受取寄付金
　　　　受取寄付金（個人） 3,153,527 350,391 3,503,918
　　　　受取寄付金（企業・団体等） 9,390,656 1,143,139 10,533,795
　　　　受取指定寄付金振替額 18,419,275 2,235,189 20,654,464
　　　事業収益
　　　　受託事業収益 19,198,620 2,160,512 21,359,132
　　　　その他事業収益 1,149,750 127,750 1,277,500
　　　雑収益
　　　　雑収入 0 749 749
　　　　受取利息 0 14 14
　　経常収益計 79,075,888 9,501,684 88,577,572
　（2）経常費用
　　事業費
　　　現地事業費（相馬）計 29,974,008 0 29,974,008
　　　現地事業費（大槌）計 13,170,427 0 13,170,427
　　　現地事業費（駒ヶ根）計 9,337,975 0 9,337,975
　　　現地事業費（東京）計 7,152,684 0 7,152,684
　　　減価償却費 2,680,318 0 2,680,318
　　　現地事業費計 62,315,412 0 62,315,412
　　　広報資金調達事業費 計 10,160,672 0 10,160,672
      事業費計 72,476,084 0 72,476,084
　　管理費計 0 8,622,732 8,622,732
　　経常費用計 72,476,084 8,622,732 81,098,816
　　当期経常増減額 6,599,804 878,952 7,478,756
　2.経常外増減の部
　　(1) 経常外収益
　　　　経常外収益計 0 0 0
　　(2) 経常外費用
　　　　法人税 0 0 0
　　　　経常外費用計 0 0 0
　　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　当期一般正味財産増減額 6,599,804 878,952 7,478,756
　　一般正味財産期首残高 -5,216,741 -3,901,489 -9,118,230
　　一般正味財産期末残高 1,383,063 -3,022,537 -1,639,474
II.　指定正味財産増減の部
　　　　受取寄付、補助金等
　　　　  受取公的補助金 23,820,000 0 23,820,000
　　　　　受取民間助成金 1,700,000 10,000 1,710,000
　　　　　受取寄付金 18,298,177 2,247,109 20,545,286
　　　　一般正味財産への振替額 0
　　　　　公的補助金の振替額 23,820,000 0 23,820,000
　　　　　民間助成金の振替額 1,520,000 10,000 1,530,000
　　　　　寄付金の振替額 18,419,275 2,235,189 20,654,464
　　当期指定正味財産増減額 58,902 11,920 70,822
　　指定正味財産期首残高 1,449,594 984 1,450,578
　　指定正味財産期末残高 1,508,496 12,904 1,521,400

III.　正味財産期末残高 2,891,559 -3,009,633 -118,074

20 21



子どもたちが無償で楽器
が貸与されるのも、エル・
システマらしさのひとつ。

寄贈いただいた楽器や壊
れた楽器は修理され、弓
毛などの消耗部品も交換
され、子どもたちのもとで
よみがえります。

ご協力いただいた
アーティストの皆さま

楽器を
寄贈してくださった

皆さま

今年度も国内外のアーティストの方々
に活動を支えていたただき、一流の芸
術を子どもたちに届けるというエル・シ
ステマの理念を実現することができま
した。

新たに音楽と出会う子どもたち、さらなる成長を目
指す子どもたちのために、楽器をご寄贈いただきました。

［右上］豊富なアイディアと技で楽器
をなおす後藤賢二さん

［右下］弓毛の交換に加え、弓の管
理のアドバイスもしてくださる株式
会社コトの須永枢さん

阿部徳博（パーカッション）
粟津礼子（ピアノ）
アレキサンドラ・スム（バイオリン）
アレクシス・カルデナス（バイオリン）
井崎哲也（サンマイム）
伊藤萌（トランペット）
上杉理香（バイオリン） 
上田真樹（作編曲）
FTVジュニアオーケストラ（管弦楽）
エンルイス・モンテス・オリバー（指揮）
大澤愛衣子（バイオリン） 
大庫るい（ビオラ）
岡田大和（トロンボーン）
奥村志緒美（ピアノ）
オックスフォード大学オーケストラ（管弦楽）
オーケストラモチーフ（管弦楽）
蒲池愛（作曲）
河合尚市（指揮）
カンティカ・クライン（チェロ）
北湯口佳澄（サックス・クラリネット）
黒田鈴尊（尺八）
樹神有紀（ビオラ）
古田川達男（バイオリン）
コロンえりか（ソプラノ） 
新藤瑞月（フルート）
千石進（クラリネット）

礒原豊司雄
大熊千種
大谷謙
景山恒郎
川原和子
古田島佑太

臺隆裕（トランペット）
竹森かほり（クラリネット） 
千葉直美（ピアノ）
𡈽野研治（指揮）
綱川淳美（パーカッション）
戸田薫（バイオリン）
富永峻（ピアノ）
富永黎（バレエ）
中川俊郎（作曲） 
名和俊（コントラバス）
野間春美（ピアノ）
芳賀文恵（フルート）
橋本顕一（ビオラ） 
早川奈穂子（ピアノ）
原ゆかり（バイオリン）
服山桜子（ピアノ）
藤倉大（作曲）
細川克己（チェロ）
マレック・シュパキエヴィッチ（チェロ）
持田富士美（ファゴット）
山本大（ホルン） 
山本睦（オーボエ）
吉田美月（トロンボーン）
ラッキィ池田＆彩木エリ（振付）
ララ・ソモス（アンサンブル）
リチャード・エレジーノ（ビオラ） 
＜敬称略、五十音順＞

株式会社コト
佐野成宏
シレーナ株式会社
高尾洋子
David Chang
富岡秀雄

ご支援いただいた
皆さま

多くの個人、団体、企業の皆さまに
ご支援いただき、活動を支えていた
だきました。

[あ]

青柳千尋
赤司展子
浅岡洋平・恵子
芦屋国際中等教育学校コーラス部
株式会社アミューズ
荒祐
Alex Ramirez
株式会社イシダ
イタリア文化会館東京
1002co.,ltd
稲盛豊実
井上智治
いわき芸術文化交流館アリオス
岩崎慎一郎
一般社団法人 Impact Hub Kyoto
Water Dragon Foundation
株式会社SMBC信託銀行
株式会社エス・ユー・エス
FTVジュニアオーケストラ
江本手袋株式会社
LVMH モエ ヘネシー・ルイヴィトン・ジャパン株式会社
オアシス楽器店
大谷雅子
大槌町
大堀相馬焼松永陶器店
オザワ・アート・プランニング株式会社
オリエンタルモーター株式会社

[か]

株式会社KAJIMOTO
株式会社片岡製作所
河北麻友子
川原直
北山造園
キッコーマン株式会社
京 旅篭 やまの
公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団
 　 　（京都コンサートホール）
株式会社キョーエン
公益財団法人キリン福祉財団
Global Giving
慶應義塾大学SFC研究所
NPO法人ゴールデンウェーブ
独立行政法人国立青少年教育振興機構
有限会社コジマ・コンサートマネジメント
株式会社コト
小堀月浦
駒ケ根市
コロンえりか
[さ]

在日イタリア大使館
公益社団法人才能教育研究会
佐伯栄一
GG-Riot Games
株式会社ジェイアール東日本企画
ジオアーステクノ株式会社
塩田真弓
芝崎智子
島村楽器株式会社
清水道子
ジョンソン･エンド･ジョンソン株式会社
神慈秀明会
真如苑
鈴木孝雄
株式会社Speee
Seiko Ishikawa
セイン・カミュ
相馬市
株式会社ソノリテ
[た]

ターキッシュ エアラインズ
大徳寺龍光院
ダウ・ケミカル日本株式会社
田頭真理子
立谷秀清
田中果樹園
棚澤啓介
駐日英国大使館
駐日ベネズエラ・ボリバル共和国大使館
駐日ベルギー王国大使館
駐日ポルトガル大使館
長楽館
津田大介
東京ウィメンズクラブ

2018年4月1日～2019年3月31日の間に原則5万円以上の
ご寄付、及びボランティアで各種技術協力を下さった個人、企業、
法人のお名前を、ご本人の了承を得た上で掲載しております。

＜敬称略、五十音順＞

公益財団法人東京都歴史文化財団（東京芸術劇場）
同志社小学校
株式会社トーヨー建設
社会福祉法人トット基金
鳥越浩一
[な]

那覇ジュニアオーケストラ
西日本ジェイアールバス株式会社
仁藤里香
日本アイ・ビー・エム株式会社
日本ヴァイオリン／中澤宗幸
日本大学芸術学部
日本・ラテンアメリカ婦人協会
日本ろう者劇団
The New York Mixed Chorus（ニューヨーク混声合唱団）
野田智義
パール楽器製造株式会社
[は]

ハクジュプラザ旗の台店
株式会社パシフィック・コンサート・マネジメント
株式会社バリューブックス
ハルモニア・フォンテ
ピースボート
廣野孝男
フェローオーケストラ
福島ゆき
舟越一郎（funaco design studio）
フラワーマダムの会（駐日大使・大使夫人合唱団）
文化庁
Fundamusical Simon Bolivar
ベーカリーワルダー
ホテルコーラス相馬
堀主知ロバート
[ま]

株式会社ミオアンドカンパニー
三尾徹
村田機械株式会社
村田大介
最上沙紀子
守口毅
文部科学省
Momma Nobuyuki
[や]

ヤフー株式会社
山岸智幸
やまの鍼灸治療院
株式会社ヤマハミュージックジャパン
吉江一男
吉田徹
[わ]

和久傳

ご協力いただいた皆さまのご支援に
心より感謝申し上げます

中山桂
西山智子
細野正洋
松川一宏
山川智子
UBS証券株式会社
＜敬称略、五十音順＞
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各地での活動やイベントを、ほぼ毎日更新しています

https://www.facebook.com/elsistemajapan/

youtube.com/c/ElSistemaJapan 

https://twitter.com/elsistemajapan

https://www.instagram.com/el_sistema_japan/

コンサートの演奏をご覧いただけます

ぜひご覧ください

http://www.elsistemajapan.org/

elsistemajapan 

El Sistema Japan

@ElSistemaJapan

el_sistema_ japan
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