
ご支援の方法

1. 賛助会員になる
賛助会員は月々 1000 円（1 日約 30 円）から
始められる、継続的な支援の方法です。あな
たのご寄付が、子ども達の長期的な成長を支
えます。ぜひ、ご支援をお願いいたします。

2. 自由額寄付をする
1000 円以上の自由額で単発寄付ができる支援
方法です。音楽教育の現場でのニーズは、そ
の時々によって異なってきます。ぜひ、日々
の活動を寄付で応援してください！

■寄付の方法（１，２とも）
① クレジットカード振込

セブンスピリット、または UUU プロジェク
トの WEB サイトよりお申込ください。

「サイトトップページ」→「支援の方法」→「寄
付をする」
② 銀行振込

みずほ銀行　高田馬場支店 普通 2811029　特
定非営利活動法人セブンスピリット

3. 講演会に参加する
セブンスピリット・UUU プロジェクトの活動
を広く知っていただくために、　一般の方々
を対象に講演会を開催しています。チャリ
ティーコンサートも　随時、開催予定です！
ご家族・ご友人をお誘い合わせの上、是非ご
参加ください！

■公式 HP の「講演会・イベント情報」をチェッ
ク！

4. 楽器を寄付
集められた楽器は子ども達の音楽教育のため
に使用させていただきます。

■セブンスピリット、または UUU プロジェク
トのイベント・説明会にお持ちいただくか、下
記の住所までご郵送ください。

〒 171-0033　東京都豊島区高田 3-21-11　
高田橋ハイツ 202 号

5. 現地長期ボランティアに参
加する

フィリピン・セブ島で一緒にセブンスピリッ
トを盛り上げてくださる、長期のボランティ
アスタッフを募集しています。海外の NPO で
仕事を経験してみたいと思っている皆さん、
ぜひセブンスピリットとセブ島の子どもたち
の力になってください！

■「公式 HP」→「支援の方法」→「現地長期
ボランティアに参加」

■お申込み　japan@seven-spirit.or.jp

6. スタディーツアーに参加する
セブ島の貧困の実態をご覧頂いた後、私たち
が行なっている音楽教育に参加して頂けるツ
アーです。セブに滞在していても、なかなか
見ることの出来ない貧困層の人々の暮らしを
ご覧いただけます。

■「公式 HP」→「支援の方法」→「セブ島で
スタディーツアーに参加」

7. 今すぐできる、SNS サポート
セブンスピリット・UUU プロジェクトの活動
を広く知っていただくために、SNS を利用し
た認知活動にご協力ください！

■ Facebook 「NPO Seven Spirit」
• Facebook を訪問し、定期的に「いいね !」

をつける。
• 公式 HP のリンクをつけて投稿する。
• 講演会・イベント記事をシェア。

■ Twitter ＠ NPO_7spirit
• twitter でフォローする。
• 講演会・イベント情報をリツイートする。

音楽で世界の子ども達の生きる力を育む

NPO 法人セブンスピリット音楽教室
UUU オーケストラプロジェクト
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団体概要

団体名：特定非営利活動法人セブンスピリット
所在地：〒 171 － 0033　東京都豊島区高田 3 丁目 21 番 11 号　高田橋ハイツ 202 号
設立年月：2012 年 2 月

代表あいさつ
貧困や紛争など世界には数え切れない問題があります。しかし、どこに
生まれようとも子ども達には学び、遊ぶ権利があります。
これらの権利を守るために、私たちは子どもたちが健康に育つ環境を作
る特定非営利活動法人です。
物質的、金銭的な支援だけでなく、心のサポートも重要です。子ども達
が置かれているそれぞれの環境を理解し、適切なサポートをすることが、
私たちの目指す団体の姿です。

観光地フィリピン・セブ島の現実
スラム街での、不衛生かつ経済的に貧しい生活

未だ「発展途上国」のひとつとして数えられるフィリピン。一般労働
者の平均労働時間は１日１２時間。正規雇用を受けた人々でも法律で
定められた最低賃金はわずか日給 305 ペソ（約 700 円）です。( 注 1) 

さらに、国内第２の都市であるセブには、周りの地方や島から出稼
ぎ労働者が流入。その結果、社会福祉の提供が追いつかず多くの市
民はスラム暮らしを強いられています。

（注１）2012 年時点、セブ市。

子どもの教育費が捻出できない
セブ島が属するビサヤ地方では、今もなお子ども達の 4 分の 1 が小学校すら卒業できません。住
んでいる場所から学校までの交通費、教材費といった出費がかさむことで、経済的に就学を続け
る事は困難なのです。学校に通えたとしても、多子化のため、午前と午後の入れ替え制の授業を
提供している学校が殆ど。５０人学級が当たり前で、一人ひとりの生徒に十分な注意が行き渡らず、
落ちこぼれてしまった生徒は自然と学校から離れていってしまいます。

未就学の子どもたちは、校外 ( スラム ) で多くの危険に晒される
十分な学校教育を受ける事ができない子ども達は、幼い頃から、家族を支え
る為に、学びや遊びの時間を犠牲にしながら、路上で働きます。しかし、路
上には、タバコ、酒、薬物、暴力、犯罪、早期妊娠、非行、児童労働、性的
虐待といった様々な危険と隣り合わせです。

社会問題から抜け出せず、貧困の連鎖に。
日本よりもよほど厳しいと言われる学歴社会のフィリピンで、初等教育さえ
終える事のできなかった子ども達は、貧しさの連鎖の中に封じ込まれてしま
うのです。

なぜ音楽？ ‐ 活動のモデルは「エル・システマ」
モデルとなっているのは、1975 年、南米ベネズエラにて始まった
オーケストラ教育プロジェクト「エル・システマ」。スラムで生活
する貧しい子ども達に無料で楽器を貸し出し、音楽教室を開設す
ることで、非行や暴力、ドラッグなど様々な社会問題から、子ど
もたちを保護しました。
プログラムに参加した子どもの数は、これまでにのべ約 40 万人。放課後オーケストラの練習に没
頭する様になった子ども達は、スラム生活での危険な誘惑から身を守り、立派な大人へと成長を
遂げています。
セブンスピリットは第二・第三のエル・システマを作り世界中の子ども達に生きる力を育んでい
くことを目指しています。

音楽を通して育む三つの力
1. ライフスキル（＝生きる力）

オーケストラや合唱団では、様々なバックグランドを持つメンバー
と共に、時にはお互いの意見をぶつけあいながら、力を合わせて
理想とする演奏を目指していきます。同時に、音楽を構成する一
要素として、一人ひとりの演奏家が役割を担うことで責任感を養
うことができます。
その他にも、時間厳守や目標設定、多角的検討など、団体として活動していく中で必要となるス
キルも、自然と身に付けることができ、オーケストラという「小さ
な社会」の中で、子ども達のライフスキルが育まれていきます。

2. 豊かな感性
１人では完成しない合唱やオーケストラだからこそ、子ども達は他
者に想いを馳せ、共感し合う力を養ってゆきます。また、時代を超
えて演奏されるクラシック音楽の演奏には、解釈→経験→表現のプ
ロセスが伴います。楽譜から作曲家の気持ちを読み取り、自らの感
情や経験でダイナミクスの味付けをしながら、聴いている人の心に
届くパフォーマンスをする。発表の場で、観客の心を動かせたという喜びは子ど
もたちの自信となり、今後の人生のエネルギーになっていくと確信しています。

3. あらゆる " 学び " の基礎力
幼児期の音楽体験は、右脳と左脳の発達に効果的で、音楽教育を受けた子ども達は、
音楽以外の分野でも高い成績を残す傾向があります。さらに、音楽教育を受けて
いた期間が長い子どもほど、学校からの退学率が低くなり、より高等教育への進
学率が高くなるというデータもあります。
これは、音楽を通して身につけた学びが、音楽だけではなく、全ての学びの基礎
となっていることを表しています。目標に向けて努力と試行錯誤を重ねる習慣が、

子ども達の物事の捉え方を変化させていくのです。

団体概要

（写真：田中宏明）
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これまでの歩み
2012 年
2 月　日本法人設立
5 月　T シャツプロジェクト

スタッフのヒデが以前に音楽を教えていた、セブ島の孤児院。いつもは支援「される」側の子ど
もたちが、3.11 の震災で困っている東北の子ども達のために、チャリティ T シャツをデザインす
ることで力を貸してくれました。

8 月　被災地の子ども達とのキャンプ
セブの子どもたちがデザインした T シャツは無事完成！その販売収益で、遊びの場を失っていた
東北の子どもたちをキャンプに招待することが出来ました！

7 月　子ども達との音楽教室開始
スタッフがストリートを歩き、道端の子どもたち一人一人に声をかけるとこ
ろから始まりました。音楽って何？集団で何かを学んだことのない子どもた
ちとの教室は、コントロールが難しい！でもそれ以上に、ワクワク！

9 月　初めての発表会（合唱）
普段は物乞いをして、自らを貧しく見せることで何とか毎日を生き延びてい
る子ども達。そんな彼らが、3 か月の練習を経て、お客さんを前に堂々とし
た歌声を披露！周りの大人も、子ども達の頑張りにびっくりです！

12 月　CAMPFIRE にて 65 万円の資金調達に成功。ダウンタウンに音楽教室を設立！
固定の練習場所を持たず、悪環境の中で練習していた状況から一変。明るい建物で、思いっきり
大きな声、大きな音を出せるようになりました！

2013 年
4 月　UUU オーケストラプロジェクトの主催化
5 月　初めての発表会（アンサンブル）

フィリピンの夏休みは 4 月、5 月。朝から夕方まで、毎日一生懸命
リコーダーのアンサンブルを練習しました。楽譜を読むところから
始めて、日本の歌まで上手に二重奏出来ました！

これからのビジョン
「セブ島の全ての子どもたちがオーケストラに参加するチャンスを！」

目指す音楽教育の形は、オーケストラ。
管・弦・打。たくさんの種類の楽器を手に、それぞれの役割を、リズムを、メロディーを奏で、
一つの音楽を作る。小さな社会である「オーケストラ」に、セブの子ども達全員が、 参加するチャ
ンスを提供するのが、セブンスピリットの目標です。
学んだ子どもが、次の世代を育てていく。いずれそのサイクルが、セブにとどま
らず、フィリピン中、アジア中に広がっていくことを目指します。

「2022 年に、セブ島でオペラ公演を！」
最終目標は、オペラ。オーケストラ、合唱、ソリストといった音楽家に加え、
大工や衣装、ありとあらゆる職業のプロフェッショナルが集って初めて完成す
る芸術「オペラ」の舞台で、セブンスピリットに関わった全ての子どもたちが、
大人になってそれぞれの力を発揮できるよう、皆で「好き」と「得意」を極め
ていきます！

UUU オーケストラプロジェクト
* UUU オーケストラプロジェクトは NPO 法人セブンスピリットの主催事業です。

～ MUSIC "U"NITES THE "W"ORLD ～ の合言葉から、U と W の中にある３つの U から
とって名付けられた UUU（トリプルユー）。フィリピン・セブ島を中心に、現地のオーケストラ
との共演で、アジアの子どもたちへクラシックコンサートを届けます！

ミッション
UUU オーケストラプロジェクトは、以下の 3 つの目的を達成することを目指して活動しています。
●アジアの子ども達にクラシック音楽に親しむ機会を提供し、音楽教育の輪に巻き込む。
●日本とフィリピンの音楽家間の密な文化交流を実現する。
●音楽という視点から、日比の若者に国際文化理解を促す。

代表あいさつ
「セブでオーケストラが出来たら面白いのに。」当時まだ学生だった僕

の突拍子もないこんな思いつきから始まったプロジェクトですが、3
年目を迎える 2013 年度より、継続開催してゆくこととなりました。
途上国で音楽を教え、その魅力を伝えようとするときに、どうしても
隔たる大きな壁。それは「生音」という圧倒的な原体験の不在です。
いくら言葉で楽器の形状を伝えても、ハーモニーの美しさを語っても、
子どもには、音楽を学んだ先にどんな心地よさが待っているのかが感
覚として掴めないのです。ましてや自分がオーケストラの一員となり、
その心地よさを生み出せることが出来るなどと、考えることができないのです。運よく、僕たち
は上質なクラシック音楽に囲まれた環境で育ってきました。誰もがその良さを認め、音でそれを
奏で伝えることが出来ます。今、僕たち日本人が果たせる役割。それはきっと、「好き」や「得意」
で続けてきた音楽で、世界のハーモニーを紡いでいくことだと思っています。

セブから始まる、音楽教育のムーブメント
UUU の活動の拠点であるセブ島には、オーケストラや吹奏楽を通して若者を育ててきた歴史が
ありました。そのおかげで現在も楽器を演奏できる音楽家は数多くいます。 かつては、左手のピ
アニストとして有名な舘野泉さんが、セブ出身のピアニスト・イングリッドさんと協力し、セブ
の若者たちと音楽に取り組んだことも有名です。国際的に活躍するセブ出身のピアニスト、イン
グリット・サラ氏によって CYSO( 後に CPO）と呼ばれるユースオーケストラが結成されたのは
1991 年のことです。 セブの若者の間でオーケストラ文化を育てることを自らの使命だと感じたサ
ラさんは、演奏家としてのキャリアを封印し、10 年の間、若いオーケストラ奏者の育成に全力を
注ぎました。 その指導には、日本の JICA から派遣された講師も数多く関わってきました。2000
年を過ぎたころから、社会人となったメンバーがセブを離れるなどし、暫くの間オーケストラは
実質的に活動を休止していましたが、 10 年の時を経てかつての仲間たちが再びセブに結集。こう
して 2011 年 5 月、新生オーケストラ Cebu Philharmonic Orchestra がセブ初のプロオケとして活
動を始めたのです！セブ社会にオーケストラ文化をより深く浸透させていくことを目標に掲げる
CPO。 しかし、決して財政的に恵まれてはいない状況に置かれる中、普段は子どもたち向けのコ
ンサートを無料で開くことができません。 そこで CPO と UUU は、毎年 2 月に相互の協力の上、
セブ現地の子どもたちのためのクラシックコンサートを開催することとなりました。 今後もビサ
ヤ・ミンダナオ地方をはじめ、フィリピン中、アジア中の子どもたちに広くコンサートを届けて
いきます。

（写真：野口彰英）
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これまでの歩み
2011 年 10 月

普段はクラシック音楽を耳にすることのないフィリピン
の子どもたちに生のオーケストラサウンドを届けよう
と、 音楽と子どもを愛する 3 人の大学生により UUU が
結成。

2012 年 2 月
セブ唯一のオーケストラ Cebu Philharmonic Orchestra( 以下 CPO) の協
力のもと、日本全国から集まった 14 人の大学生は、セブ島各地でクラシッ
クコンサートを開催。約 1 週間、 6 つの会場で、計 6,000 人の子どもたち
にコンサートを届け、成功のうちに幕を閉じました。

2012 年 6 月
当時は 1 度きりのプロジェクトとして結成された UUU でしたが、第一弾のプロジェクトに参加し
た大学生 3 人が中心となって、新たに 24 人のメンバーを募り練習をスタート。

2013 年 2 月
第二弾でも CPO の協力のもと、セブ島、ミンダナオ
島でおよそ 4000 人の子どもたちにコンサートを届け
ることができました。また、日本で集めたリコーダー
と鍵盤ハーモニカをそれぞれ 50 本、電子ドラム 1 台
を、セブ島の子どもたちにプレゼントしました。

これからのビジョン
「フィリピンにキッズオケを！」

UUU のコンサートに足を運び、クラシック音楽に興味を持つ子どもたちが少しずつ増えていきま
す。彼らが一生懸命に楽器を学び、私たちと同じように仲間とともにアンサンブルを楽しめるよ
うに。その経験が、彼らにさらに奥深い音楽の喜びを伝え、仲間と音楽を創る楽しみを見つけさ
せるために。
UUU2014 は、2 月の現地活動に、オーケストラ楽器一式をセブに持参できるよう、日本国内で楽
器の寄付を募っています。無事楽器が集まりましたら、ご寄付いただいた楽器で、セブ市ダウン
タウンの子どもたちが通うセブンスピリットの音楽教室に新しくキッズオーケス
トラを創設します！ UUU の共演する現地オーケストラ CPO の奏者たちがコーチと
なって、セブの新たな音楽家たちを育てていきます。

「演奏活動をアジア全土へ！」
せっかく日本で集った演奏者の仲間たち。フィリピンだけでな
く、アジア各地に、生のオーケストラサウンドを必要としてい
る子どもたちは沢山います。UUU では、コンサートで音楽を学
ぶことに興味を持った子どもたちが、無料で音楽を学べる環境
の整備に今後アジアの各地で取り組みながら、それぞれの地で演奏活動を行っていきたいと思っ
ています。2014 年度以降の活動拠点の拡大に向け、現在準備進行中です！

セブンスピリット音楽教室と UUU オーケストラプロジェクト
は、ともに成長していきます！

音楽教室に通う子ども達にとって、オーケストラの「生音」を聴く機会は、何よりものモチベーショ
ンになります。より多くの子ども達にコンサートを届けることで、子ども達と音楽との出会いを
プロデュースします。現場の教育と、コンサートのプロデュースは、切っても切れない自転車の
両輪。どちらが欠けても、音楽教育の大きな波を作り出すことはできませ
ん。いずれ、音楽教室のキッズオーケストラと UUU、そして CPO が、同
じ舞台で世界を感動させられる日が来ることを信じて、NPO 法人セブンス
ピリットは目の前の子ども達に真剣に向かい合っていきます。

そのためには、日本にいる皆さまからのご支援が必要です。
今まで「音楽」で「アジアの子ども達を助ける」ことが出来るなんて思い
もしなかった日本の若者のパワーを、アジアの教育現場につなげるために。
これまで音楽では生計を立てていくことのできなかったアジアの若い音楽
家たちに、子ども達の教育者として活躍してもらうために。
そしてなにより、一人でも多くの子どもたちに音楽との出会いを与え、教室に迎え入れ、仲間と
ともに音楽を学ばせるために。自信と誇りを取り戻させるために。

どうか、温かいご支援をお願いいたします。

NPO 法人セブンスピリット
〒 171 － 0033　
東京都豊島区高田 3 丁目 21 番 11 号　高田橋
ハイツ 202 号
Email:　info@seven-spirit.or.jp
公式 WEB サイト :　http://seven-spirit.or.jp
または「セブンスピリット」で検索！
公式 Facebook:　
www.facebook.com/nposevenspirit
公式 Twitter:　@NPO_7spirit

UUU オーケストラプロジェクト
Email:　uuu.orchestra@seven-spirit.or.jp
公式 WEB サイト :　
http://seven-spirit.or.jp
または「UUU2014」で検索！
公式 Facebook:
www.facebook.com/UUUOrchestraProject
公式 Twitter:　@UUUprojectCs

CONTACT
セブンスピリット音楽教室 UUUオーケストラプロジェクト

子どもたちに
クラシック音
楽の魅力を伝
える

子どもたち
に音楽教育
を行う


