ご依頼実績
2013.3.6 神戸新聞 「リトミック教室 ～親子で楽しくリズム運動～」
9.
11.

姫路市立書写養護学校 音楽療法 （大集団グループ）
兵庫県太子町 まほろばの里 在宅介護支援センター 「音楽療法士による介護予防教室」
～ テレビ取材 WINK 姫路ケーブルテレビ～

12.

高齢者施設にて 「音楽療法について職員研修」

12.

兵庫県立姫路特別支援学校 中学部 「音楽療法士による音楽イベント」

【その他 姫路市・たつの市公民館 6 ヶ所 音楽療法士による健康講座】
2014.2.

姫路市立書写養護学校 音楽療法 （小集団グループ）

2 月号 クルールはりま 子育てママ向け情報誌 「クルールママのお仕事白書」取材
3.

兵庫県立姫路特別支援学校 音楽療法 中学部

3.

姫路市立書写養護学校 音楽療法 （大集団グループ）

4.

姫路市立書写養護学校 音楽療法 （小集団グループ）

8.

兵庫県立いなみ野特別支援学校 夏休みイベント「親子で楽しめる音楽療法」

11. らくらくピアノ講座 花の北市民広場教室 神戸新聞掲載
12. 育児雑誌【AERA with Baby12 月号】 ルーチェリトミック教室 掲載
【その他 姫路市・たつの市公民館 9 ヶ所 音楽療法士による健康講座】
2015.1. 姫路市白鳥公民館 らくらくピアノ教室 ラジオ放送『FM GENKI』 「飛び出せ！まちの元気人」取材
3. たつの市 堂本老人会 総会 音楽療法士による音楽を使った楽しい健康講演
5 姫路市内高齢者施設 家族会 「ご家族と楽しむ音楽療法的音楽のひととき」
6. セミナー開催（姫路市内） 「リトミック・ピアノの先生の為の幼児の打楽器基本奏法＆音楽療法的実践例」
7. 神戸新聞 朝刊 『播磨びと、わが道』 取材
7. 兵庫県太子町沼田公民館 老人会 音楽療法士によるみんなで楽しむ音楽イベント
7. セミナー開催（大阪市） 「リトミック・ピアノの先生が知っておきたい幼児の打楽器基本奏法例とその伝え方」
～音楽療法的要素を含め使用する楽器とその実践例～
10.

姫路エリアの情報に特化したフリーペーパー「Moderntimes」取材

11. ユニバーサルホーム たつの市・加古川市内にてリトミックイベント
11. セミナー開催（大阪市） 「リトミック・ピアノの先生が知っておきたい 幼児の正しい鍵盤ハーモニカ基本奏法」
～ベビーリトミック（音楽療法の視点から）～
12. 姫路市 子育て講演会 すこやかセンター 「リトミックイベント」
12. 姫路市勤労市民会館 「親子で楽しむ ０歳からのファミリー ピアノコンサート♪」開催
12. 姫路市 子育て支援事業 安室東公民館にて親子ふれあい教室クリスマス会
【その他 姫路市・たつの市公民館 10 ヶ所 音楽療法士による健康講座】
2016.2. 姫路・明石・神戸・西播磨のまるごと情報誌「まるはり」掲載
4. 姫路市太市公民館 老人会 音楽療法士によるみんなで楽しむ音楽講座
7. 神戸新聞 朝刊 「乳幼児の音感・リズム感養成」民族楽器と 掲載
9.

兵庫県太子町沼田公民館 老人会 音楽療法士によるみんなで楽しむ音楽イベント

11. 姫路市情報誌 フリモ姫路 11 月号「音・音楽で癒やされる空間」コラム担当
12. 姫路市内児童放課後等デイサービス 音楽療法士によるクリスマス会

【その他 姫路市・たつの市・赤穂市公民館 14 ヶ所 音楽療法士による健康講座】

2017.1. 姫路市情報誌 フリモ姫路 2 月号「音・音楽で癒やされる空間」コラム担当
3. 兵庫県厚生会 但馬支部豊岡出張所 豊岡市 「親子で楽しむリトミックあそび」
5. 姫路市情報誌 フリモ姫路 5 月号「音・音楽で癒やされる空間」コラム担当
6. 宍粟市千種町 「親子リトミックあそびイベント」
8. 赤穂市有年公民館 「音楽で親子で遊ぼう リトミックあそび」
8. 姫路市内児童放課後等デイサービス 「夏のふれあいデー 音楽イベント」
9. 姫路市立書写養護学校 トライやるウィーク 音楽療法
10. 姫路市幼保連携型認定こども園 瑠璃こども園 「リトミックイベント」
10. 兵庫県多可郡多可町 生涯学習課 高齢者大学 「音楽を使った健康講座」
11. 姫路市幼保連携型認定こども園 聖ミカエル広畑幼稚園
12. 姫路市安室東公民館 「クリスマス会&リトミックあそび」
【その他 姫路市・たつの市・赤穂市公民館 20 ヶ所 音楽療法士による健康講座】
2018.5. 姫路市社会福祉協議会 安室東支部 安室東幼稚園 子育てサロン 「リトミックあそび」
6. 高砂市高砂文化会館 「歌って楽しく若返り&フルートデュオミニコンサート」
9. 赤穂市社会福祉協議会 赤穂市ボランティアセンター レクリエーションボランティア養成講座
～リトミックでレクリエーション①・②～
10. 姫路市公益財団法人 姫路市文化国際交流財団 イーグレ姫路 「親子で楽しむリトミックあそび」①
11. 姫路市公益財団法人 姫路市文化国際交流財団 イーグレ姫路「親子で楽しむリトミックあそび」②
12. 姫路市公益財団法人 姫路市文化国際交流財団 イーグレ姫路
「0 歳から入場可！ みんなで歌おう♪コンサート」
12. 姫路市大白書地域包括支援センター 地域の認知症サロン 「音楽療法士による音楽健康講座 0 お」
【その他 姫路市・たつの市・赤穂市公民館 16 ヶ所 音楽療法士による健康講座】
2019.3. 姫路市石倉老人会 総会 「音楽療法士による楽しい音楽健康講座」
6. 姫路市広畑児童センター地域組織活動クラブ 「リトミックあそび」
6. 姫路市 子育て講演会 すこやかセンター 「リトミックイベント」
10. 姫路市公益財団法人 姫路市文化国際交流財団 イーグレ姫路 「親子で楽しむリトミックあそび」①
10. 姫路市打越老人会 「音楽療法士による楽しい音楽健康講座」
11. 姫路市公益財団法人 姫路市文化国際交流財団 イーグレ姫路「親子で楽しむリトミックあそび」②
【その他 姫路市・たつの市・赤穂市公民館 17 ヶ所 音楽療法士による健康講座】
2020.2. 赤穂市有年隣保館・坂越隣保館 「音楽療法士によるみんなで深める人権学習講演会」
4. 姫路・明石・神戸・西播磨のまるごと情報誌まるはり 6 月号 ルーチェリトミック教室 掲載
4. 神戸新聞 朝刊 「世界に 1 つの楽器作ろう」リトミック教室 掲載
4. 神戸新聞 朝刊 「防げ医療崩壊 新型コロナ」医師や看護師らにエール
姫路市代表コメントとして 掲載
11.

神戸新聞 朝刊 「太鼓の音でお祭り気分に」リトミック教室 掲載
【その他 姫路市・たつの市・赤穂市公民館 7 ヶ所 音楽療法士による健康講座】

2021.1. ネット記事 オンライン取材 「リトミック」の魅力と効果
4. 姫路・明石・神戸・西播磨のまるごと情報誌まるはり 6 月号 ルーチェリトミック教室 掲載

