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2021 年 4 月 SF ミーティング議事録 

2021 年 5 月 24 日（月）         

月定例理事会 
議長  清水和美 

書記  事務局鞍掛 

日時      2021 年 4 月 27 日（火）19：30－21：30 

場所      ZOOM 会議（各自自宅等） 

議題     

１． 石川武理事長挨拶 

２． 会員交流部会長 ペッカー前理事長挨拶 

３． 旧交流部会長森田孝一郎さん挨拶 

４． 新 SF 制度の説明（野田副理事長） 

５． 討議 

出欠 

（敬称略） 

出席者：石川武、ペッカー 

青木久美、飯田和子、今川弥生、牛田聖子、北島恵美、小池晶子、坂本世志哉、清水和

美、鈴木知子、種岡美恵子、豊雅子、鳥川仁美、中村陽子、野口明子、野田憲一、松尾

志穂子、箕浦恭代、三原典子、森田孝一郎、柳愛、横田友子、米澤倫子、若林竜丞 

事務局：重田美和、香田享樹、鞍掛靖 

決定事項 

1）地域支部は制度ではなく、草の根で各地でやっていく 

2）SFは地域、地域を越えて積極的に交流、相互支援をしていく 

3）領域については、分科会程度から小さく始めていく 

4）緊急連絡用にFacebookメッセンジャーグループをつくる 

事務局と協力して、立ち上げまでは清水和美さんがやります 

 

議事録 

1. 石川武理事長挨拶 

東京も緊急事態宣言で、普段混んでいるスーパーもガラガラで暗い雰囲気です。 

久々のSFミーティングにお集まりいただきありがとうございます。 

 

2. 前理事長、会員交流部会長のペッカーさん挨拶 

皆さんの顔をみるだけで、ドラムサークルの楽しいグルーブが漂ってきます。 

SFの支部が全国各地にありましたが、それをまとめていた功労者を紹介します。 

 

3. 旧交流部会長森田孝一郎さん挨拶 

旧体制のDCFAで10年間理事を務めさせていただいた中で、各地域の支部長と理事による会が旧

交流部会でした。 

 

支部ごとのイベント、勉強会が開催され、支部活動にも毎年の予算が割り当てられていました。 

今日は新しい支部会の活動をどうするのか？ 全国のSFの皆さんが活動して、ドラムサークルを

広めていくには、どうしたらよいか議論して新しい地域支部を作っていければと思います。 

 

4. 新SF制度の説明（野田副理事長） 

前回の活動方針説明会でご説明したとおり、今後は、SFを中心としたプロジェクト制でDCFAの

事業を進めていくことになりました。それに伴い、SFの認定制度の見直しをしました。 
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変わった点 

1） 認定の内容は大きくは変わっていないが、ファシリテーターでなくても、営業するとか、企

画をするなど、基本的なファシリテーションの知識を持って、ドラムサークルを推進する人は

SFの活動として認めることになりました。 

2） DCFAの会員は、一般会員と正会員になりましたが、SF認定試験は、正会員でなくても受験

できます。 

3） 更新制度（1年ごと：7月-翌6月）ができました。 

4） 更新にあたり、登録料が2021年は5,000円です。認定証、名刺を用意します。 

5） 2022年は更新にあたり、活動報告、更新研修受講をお願いします。更新料は3,000円になり

ます。 

 

（会員交流部会長ペッカーさん） 

SFによるSFの方向性や、今まで地域で物理的にわけていた支部のあり方がどうなのかを、皆さ

んで討議してください。 

コロナ禍の中で、物理的な支部でなくても、職種や興味でまとまる支部でも良いのではと考えた

のがきっかけです。 

まず、司会をSFの中から決めてください。 

 

（清水和美さん） 

もと副部会長なので、司会をします。 

最初に、新しいSFからの一言自己紹介をお願いします。 

 

（北島恵美さん） 

コロナ禍で主催はできていませんが、勉強中です。 

 

（柳愛さん） 

大学の時にドラムサークルに出会って十数年になるが、やっと本腰を入れてドラムサークルがん

ばろうとSF受験しました。いま、産休なので、産み終わったら、活動していきます。 

 

（中村陽子さん） 

念願のSFに合格できました。そうしたら、自分の意識の持ち方なのかもしれないが世界が広が

ってきたと実感しています。 

 

（青木久美さん） 

はれてSFになれました。未熟なところがありますが、いろいろ教えていただきながらがんばっ

ていきたいと思います。 

 

 

5. 討議（である調にします。太字は書記の所感による注目点） 

（司会：清水和美さん） 
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支部活動発足直後は支部ごとに勉強会など盛んに開催されたが、地域が広いので、だんだん集ま

るのが厳しくなった。 

 

同じ地域でも、やっている領域や現場が違うと1回の勉強会では収まらず、地域での支部活動が

停滞した。会員同士で、方向性が似ている人たち同志での交流は盛んになっている。 

 

そこで地域支部ではない、別の集まり方での支部がつくれるのではないかという話が理事会にあ

がり、SFの意見を聞こうということで、やっとSFミーティングを開催することできた。 

 

■ 地域交流部会についての振り返り 

 

（九州：森田孝一郎さん） 

九州・沖縄支部という形でやってきたが、九州からSF試験受験に東京まで行くのはハードルが

高く、SFが２人しかいない。 

 

普天間健支部長は、沖縄というハンデがあった。勉強会は福岡で何回か実施し、九州ドラキャン

を企画したが、コロナで中止、うごめいていたが難しいものがあった。SFとしての普及活動は

難しかったが、鹿児島が九州のハブとなって動けていたとは思う。 

 

日野貴宣さんも復帰できて、沖縄・宮古島の活動は盛り上がっているが、福岡では前田かおりさ

んが福祉分野でがんばっている。 

 

SFの連携が、コロナ禍でオンライン上のやりとりが慣れてきたので、地域の垣根を越えてやれ

るとよい。一方でリアル接点としての地域での仲間も大切にしたい。 

 

（関西：小池晶子さん） 

最初は勉強会をいろいろしていたが、個人情報保護法で会員の個人情報が教えてもらえなくな

り、誰に向けて発信しているのかわからず、やりづらくなった。 

 

関西地区で団結してできることがあれば良かったが、地域で個人的に声がけした人たちで集まっ

て勉強会などを実施し、DCFAの勉強会としては意味が薄くなってしまった。 

 

Zoomでどこでも集まれるようになったので、地域の縛りを外した集まりも面白そうだ 

 

（関東：清水和美さん） 

個人情報の件は関東でもつまずいた。DCFAのメーリングリストとFacebookグループしかない。

勉強会に参加した人が会員なのかどうかが把握できなかった。自分から発信するのが難しい。 

 

（中部・東海：松尾志穂子） 

支部長だったが何もできなかった。どこまでが東海、中部地域なのかもわかりづらく、どなたが

会員なのかもわかりづらく、動けなかった 
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（司会：清水和美さん） 

東北は会員が少ないので、機能していなかった。 

中国・四国も最初は動いていたが、動きが止まってしまった。 

 

地域で近場でのやりとりはあったとは思うがどうか？ 

 

（関西：小池晶子さん） 

コロナ以前は、関西でDCFをやっている人は皆つながっているので、DCFAだけでなく、その時

その時、声を掛け合って協力体制はできている。ただそれがDCFAというくくりではない。垣根

がなく、非会員をDCFAにお誘いするのには良いが、DCFAでも何かできるのが良い。 

 

（牛田聖子さん） 

地域ではなく、音楽療法の仕事をしていて、箕浦恭代さんと現場が一緒だったりして、障害者対

象のドラムサークルのやり方についてZoomで深い話ができた。そのように地域ではなく、領域

別の支部があると助かる。 

 

（松尾志穂子さん） 

大きいDCをやるときに、DCFAというよりも、そのDCを専門にやれるDCFを呼びたい。対象に

よってDCFを人選する。例えば福祉の現場、学校現場、幼児というように、地域というしばりで

はなく、目的ありきで人選している。地域支部の意識はなかった。 

 

（森田孝一郎さん） 

ネットワークが個人の頭脳内に集約されていて、DCFA、SF間では蓄積されていないと感じた。 

現在のSFは43人。 

それぞれのSFの得意な領域などがホームページなどで、わかりやすく共有できると良い。 

 

（清水和美さん） 

仕事では個人的なつながりでスタッフを依頼している。 

勉強会を開催すると、新たなつながりを得ることはできた。 

しかし、地域での勉強会では初歩的な話だけで終わってしまい、もっとコアな話をしたいので、

領域別の勉強会は良い。 

 

（野田憲一さん） 

自分は手伝ってもらえる人のFacebookのメッセンジャーグループを個人的につくって更新して

いる。 

仕事で受けた時は予算や対象者という条件にあわせて人選をしている。 

 

仕事を受けるチームと、情報を共有するチーム（勉強会など）の2つがある 

仕事の方は、DCFAの会員というよりは、個人的な信頼関係 

いろいろな分野の人からいろいろな話を聞きたいときは、専門的な領域での会話が役に立つ 
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地域は地域でDCFAで支部としてやらなくても個人的なつながりでやっていける 

 

（鈴木知子さん） 

仕事を受ける時は条件にあうようにチームを組んでいく 

DCFAもその道が分かれてきた。教育、福祉、コミュニティなどに。やっていく領域で情報は共

有していくのがいい。 

最初から分けてしまうのでなく、分科会として、随時実施し、興味のあるところに参加していく

のが良いのではないか。 

 

（箕浦恭代さん） 

仕事のチームはよく分かるが、DCFAでどうしたいか、何をしてもらいたいのか。 

せっかくDCFAという組織があり、参加しているのに、仕事は大事だが、この集まりは何のため

にやっているのか考えたい 

 

私は、DCFAは、やっている人しかわからない情報を教えてもらえる場になっているのが良いと

思う。海外から先生も来て、勉強をする場になっている 

みんなでシェアしていくために、興味でわける支部という発案は良いと思う 

DCFでない会員にたいして会員で良かったと思ってもらう方法を考えるのは、SFの仕事だと思

う 

 

（清水和美さん） 

DCFAにいて良かったというモノとして作ったのがDCF図鑑だった 

 

 

■ DCFAでどうしたいか？ 何があるとよいのか？ 

 

（三原典子さん） 

夫の転勤で東北、横浜、オレンジブンブン、栃木、大阪でグループをつくり、地域に還元をして

きた。SFの人もいるし、そうでない人もいる。 

LINEで共有しながら、案件に応じて、人選をしている。 

DCFAの会員になれば学びが多いので、地域の人にSF受験を勧めている。 

地域を超えて、領域、分野での情報交換が望ましいだろう。 

SFじゃない会員、DCFじゃない会員に向けて何ができるかは、アンケートをとって、要望を聞

くのがよいのではと思う。 

 

（野口明子さん） 

SF同士の交流もあるが、裾野を広げるためには、DCの参加者、楽しむ人に何が提供できるかを

常に考えるべきだ。 

DCには①どなたでもどうぞというものと、②対象者を限定して深めていくのと2つある。 

②では自分自身の強みをシェアできる場として、SFのミーティングができるのが良い。 

DCF図鑑のように、それぞれの人の得意分野がオープンになっていて、ライブラリーになってい
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ると良い。 

 

（飯田和子さん） 

初期に比べてSFも増えて大所帯になってきた。 

専門、得意の分野でそれをテーマに集まることはとても良いこと。 

DCFAが受託するDCFは理事、SFに限定して活躍の場を提供していた。 

サポートメンバーはDCFA会員でない人で優秀な人とやる方がやりやすいが、DCFAの会員を育

てたい。 

DCFAを発展させるためにも、会員を増やし、伸びる人を育ててSFにしていき、SFになったら

いろいろな経験をつませることが重要。 

育成のために、いろいろな話し合い、分野別話し合い、キャリア○年目のDCFAの会、初心者の

会など、ざっくばらんにお互いに語り合い、シェアできる場が必要。 

こんな時期なので、Zoomを使っていろいろなテーマでプレゼン、対話のできる機会を数多くや

る、そういうSFの会ができていくと良い。 

 

（豊雅子さん） 

飯田さんの意見の賛同。自分のSF受験を思い起こしてみた。自分自身の自信をつけるために受

験した。SF資格をとれて、一人前という意識はもてたが、すぐに仕事が入ってくるわけではな

く、2～3年してやっと一人でやっていけるようになった。 

 

DCFAとして、SFに何をして欲しいか、SFは何をすべきかは難しいテーマだ 

新しくSFになった人にSFになってどう変わったかを聞きたいので、そういう場ができると良い 

 

（今川弥生さん） 

自分は「生涯学習」の中でDCをしているが、SFの活動報告書にも「生涯学習」の人がいるのか

どうか？ 地域で16年同じ人たち相手にこじんまりとまとまっている。今は公民館にDCを広げ

て行こうとしている。公民館ではお手伝いをしてもらえるほどお金がでないので、一人でやって

きて満足していた。しかし勉強したくてSFを受け、違うところが見えてきた。受験するまでは

SFが何をするのかは頭になかった。 

 

（鳥川仁美さん） 

SFとしての思いは皆さんといっしょ。SFはDCを積極的に広げるという役割を持っている分、こ

こにいるSFは自分から発信できている人たち。 

会員が120人いて、3分の1がSF。SFもいて、サポートしたい人もいて、遊びたい人もいて、DC

が好きな人、なんとなく会員になっている人がいる。 

 

会員交流を考えると、SF同士は勝手にやるが、知らない人たち、一度会ったけで会っていない

人たちとの交流を考えたい。 

地域で声をかけるとDCが好きな人が集まり、DCFAの講座やイベントに出たことがある人にあえ

る。しかし、そういう人と連絡を維持するのがむずかしい 
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SF以外の会員が何をしたいのかを知りたい。例えば、専門分野を深めたいのか、広く浅く知り

たいのか、手伝いたいのか、経験をシェアしたい（こんな現場があったんだよ）。そのような点

を拾い上げられたら、DCFAに提案をして、DCFAから募集をかけてもらえれば、個別に連絡で

きなくても、交流ができると思う。それが定着すれば、会員からのリクエストもでるだろう 

 

（司会：清水和美さん） 

茶話会ベースでこういうミーティングをするのも、専門性で人を集めるのも「プロジェクト」だ。 

 

（理事長：石川武さん） 

「プロジェクト」はくくりが大きいので考え方がなかなか大変だが、要はSFの皆さんがDCFAの

中でどういうポジションにいるかということ。例えばSFの中で音楽療法士の方や学校の先生の

方は、DCFAは基本はDCの協会なので、その中間のポジションにいらっしゃる。ご自身は両方の

知識を持っている。DCという根本のものを使って各自の専門分野でいかせるならば、DCへの還

元も大きいので、DCFAのプロジェクトの対象になる。 

 

（種岡美恵子さん） 

DCを地域に広めたい、いっしょに楽しんで欲しいと常に考えているが、自分がどの分野で得意

なのかがよく分かっていない。 

 

コロナで参加できなくなって、Zoomの会議で、この時間ならば参加できるのでありがたい。 

飯田さんの話で、皆が育っていく機会をつくるために発信をしていく、ベテランどうしが話す会

だったり、いろいろな形で、大きいモノ、小さいモノがあったり、みんなが参加できる場、SF

が参加できる場があると、とても良いと思う。 

 

（米澤倫子さん） 

現在はDCがないので、自分の楽器のメンテナンスをした。 

2月には雪の中でのDCを開催することができた。 

 

（若林竜丞さん） 

「会員のために」という言葉がでてきたが、「会員じゃない人」、DCを知らないが、孤立してい

る人、高齢者など、今DCを必要としている人にDCFAの仲間が力をあわせて、DCを知ってもら

えるように活動ができると良いと思う。その結果、DCを知って活動に参加してもらえると良

い。 

 

自分も山口県の周南市に単身乗り込んで、ひとりでよそ者がDCをどれだけ広めることができる

かを実証実験してみたが、DCを広めるのは、一人では無理だと体感した。 

 

DCFAの会員が力をあわせて、DCを知らない人たちにDCを体験してもらい、DCFの価値観を知

ってもらうことをDCFAに期待している。 

 

（坂本世志哉さん） 
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久しぶりです。富良野でSFやっています。 

2020年は何もできなかった。札幌で、40人ぐらいでやった。いつかみんなと集まりたい。 

 

（司会：清水和美さん） 

地域支部を今までのように残すか？  

地域の交流はSF個人に任せて、交流の支部は領域別にするか？  

領域をプロジェクトにして広めていくか？ 

これについて採決したいので、意見が欲しい 

 

（森田孝一郎さん） 

思いつきで恐縮ですが、「SFは積極的に関わる」のだから、SFは全員なんらかの支部長ができる

はず。依頼されてやるのではなく、自らやるのがSFだ。若林さんが東京にいながら山口でDCを

広げようとしたように、SFは他の地域の支部長をやっても良い。 

 

一人のSFに対して、二人の一般会員というような「セル」にするのはどうか？ 

SF会員増につれて、一般会員も増えていき、育成もしていけるし、日常的な相談など、コミュ

ニケーションもしていける。 

 

（清水和美さん） 

ファシリテータでない会員が、DCのファンになり、スタッフとしてDCの手伝いをして、そこか

らDCFになっていくというように段階が上がっていく。 

SFは領域別に専門性を高めていく。 

このようにできることで積極的に関わっていくのが良い 

 

ヤマハ時代のDCFAには、「教育」、「障害医療関係」といった領域別のSF専用の掲示板があり、

重宝した。 

地域というくくりで無理して地域支部という体裁を維持するよりは、個人的な交流で地域は維持

できる。次の段階として領域別や、新SFだけの会で次のSFをどう育てるかを考えるなどで積極

的に関わるのが良い 

 

（小池晶子さん） 

「支部」という体制にするのではなく、「分科会」みたいな自由に出入りができるものを立ち上

げるのが良いのではないか？ 

  

（松尾志穂子さん） 

需要が重要。最初から形をつくるのではなく、DCFAのSFであるメリットは、困ったときに具体

的に話せる仲間がいること。固めなくてよいのではないか？ 

 

困ったときにスレッド立てて、コミュニケーションできれば良い。そんなときにSFが積極的に

関われるのが良い。 
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（清水和美さん） 

久しぶりに会うと湧き上がるものがとまらないので、もっと会うべきだと実感した。 

もう少し、①気軽に話せる場所をつくる、②もっと短いターンでこういうミーティングを持つべ

きだ 

 

（司会：清水和美さん） 

では採決します。 

「地域支部は制度ではなく、草の根で各地でやっていく」 

→賛成多数で採決された 

 

（司会：清水和美さん） 

やりとりをしていくために、連絡をとりあえる場所が必要だが、現在はSFのメーリングリスト

しかない。オンラインの交流の場をつくりたいが、何が良いか？ 

Facebookメッセンジャーグループ 

LINEworks 

Slack 

Chatwork 

 

（森田孝一郎さん） 

Slackが良いと思う 

 

（柳愛さん） 

決まればなんでもチャレンジしますが、まずは、LINEかFacebookメッセンジャーで大きなグル

ープをつくっておいて、個別のグループは別につくるのでは良くないか？ 

 

（司会：清水和美さん） 

では採決します。 

「緊急連絡用としてFacebookメッセンジャーグループをつくって最低限の運用をする」 

→賛成多数で採決された 

 

「次に領域別にChatworkなり、Slackなり、LINE Worksで個別のアプリを決めてグループをつ

くる」 

賛成多数で採決された 

 

（副理事長：野田憲一さん） 

7月からは更新になるので、まだ、更新宣言をしていない方はメールでDCFAに連絡してくださ

い。 

 

（司会：清水和美さん） 

まとめ 

1）地域支部は制度ではなく、草の根で各地でやっていく 
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2）SFは地域、地域を越えて積極的に交流、相互支援をしていく 

3）領域については、分科会程度から小さく始めていく 

4）緊急連絡用にFacebookメッセンジャーグループをつくる 

事務局と協力して、立ち上げまでは清水和美さんがやります 

その先でまた誰が進めていくかはSFミーティングで話しあいましょう。 

 

（理事長：石川武さん） 

SFの皆さんの話を聞いて、初心に返りました。 

SFがなぜできたのか？ もともとDCを積極的に一般に広げていく意思をもった人に楽器を安く

わけてあげる道筋はないかというのが始まりです。 

専門家、スペシャリストが出てきている。単にDCを広げるということだけでなく、領域を広げ

るということになってきています。 

スペシャリストをいろいろな形で援助したり、知識のシェアができるというのが現在のSFにな

っています。 

SFの皆さんがスペシャリストとして活動していくのを助けていくのが、プロジェクトの土台に

なっていきます。 

これからも末永くよろしくお願いいたします。 

 

以上 

 


