
企業のボランティア活動事例
Dixie Queensの活動紹介

沖電気工業株式会社
金融ソリューションカンパニー
システム機器本部
機構プラットフォーム開発第１部
機構開発第２チーム
チームリーダ 小澤 正仁



Dixie Queensとは？？
沖電気工業株式会社とその関連企業の有志によって
結成した企業内アマチュアJazz Band

社内でのイベント演奏はもとより、養護施設/学校、
老人福祉施設、児童館、障害者施設、小学校への慰
問演奏等、幅広く活動。



活動のあゆみ
【誕生のきっかけ】～１枚のレコードとの出会い～

1990年、1枚のレコードが私たちのバンド誕生のきっかけになりま
した。 レコードと一緒に販売していた楽譜・・・。そこから、今までに
ないジャズのすばらしさを味わうことができました。

「このすばらしさをみなさんに伝えたい」という想いで最初に演奏
したのが社内の納涼祭でした。

【ボランティア活動】
１995年演奏の場を求め、国立コロニーに(高崎市重度障害者施
設)慰問演奏を申し込みました。障害のある方々の音楽に対する
欲求、生で演奏することの重要性を再認識し、他の施設にもお
じゃまするようになりました。

以来、いろいろな方々からお声をかけていただけるようになり、現
在では養護施設・養護学校・老人福祉施設・児童館・障害者施
設・小学校等で演奏させていただいております。



活動事例１
堤ヶ岡児童館

クリスマス会

会場：群馬町 堤ヶ岡児童館

日時：２００１年１２月１５日

サンタさんからのプレゼント
→弊社社会貢献推進室

サンタさんからのプレゼント
→弊社社会貢献推進室児童館ではクリスマス会の一環として、

演奏させていただきました。子供たち
も、とても生き生きと歌って＆踊ってく
れました。
保育士見習いの若いお兄さんに先導
されて、とても元気に踊ることができ
ました。

15日は、ありがとうございました。子どもたちの感
想は、「楽しかった」、「近くで楽器が見られた」、
「サンタが3人も居た」それぞれでした。「演奏は？」
の質問に「すご～い」とか「私も演奏してみたい」で
した。私たち職員は、「今までしたことないクリスマ
ス会だったので子どもの反応が心配だったがよ
かった。」「声がかすれてしまったけれど、楽しかっ
た。」「久しぶりに思い切り歌い、踊れてよかった。」
本当にありがとうございました。また何かの時には、
お願いします。

数日後に届いたメール 演奏と一緒にダンス大会演奏と一緒にダンス大会



活動事例２
Deanna英語教室Taco Picnic 
会場：前橋市 利根川河川敷キャンプ場

日時：２００２年１０月１３日

この英語教室は３年前に行われた、高崎市
主催の「国際交流の集い」というイベントで私
たちのバンドが演奏を聴いた、アメリカ人の
奥様が、日本人の旦那様と経営している英
語教室です。
当日のTaco Picnicではタコスを中心とした料
理と、フェイスペインティング、スポンジスタン
プ、シャボン玉等のイベントも同時に行われ
ました。こどもたちもタンバリン、カスタネット
で演奏に参加してくれました。飛び入りで若
い女性講師（サラ先生）が生おけで英語の歌
を歌ってくれました。

Throughout the past week we have received a lot of feedback 
from the children and their parents.  Several mothers said that it 
was the
first time their children had heard live music (I had guessed that 
would be so).  One mother said her 3 year old now wants to 
play some kind of instrument.  I believe that if even just one 
child is inspired and positively influenced, then it was worth all 
the effort. These days it is a rare treat to hear real,live music.

The other day we watched the video we took of the picnic.  I 
can’t tell you how happy it made me.  Your group did a 
wonderful job and made the picnic extra special. I know it was a
lot of hard work for you and took a lot of your time and I really 
wanted to say thank you. I hope that you may want to come 
again to another of our events.  Now that we know what to 
expect, I would like to do a better job of preparing the kids in
advance.  I’ll be sure to prepare enough hand percussion 
instruments and make an announcement to get them all 
involved.

We’re sending along a few pictures.  I hope you enjoy them!  
We look forward to seeing you again!

先週来、こどもたちとご父兄のみなさんからたくさん
の感想をもらいました。 何人かのおかあさんはこども
たちは生の演奏を初めて聞いたと言っていました。 あ
るお母さんは３歳になるこどもが楽器を演奏したいと
言っていました。このような意見は一人のこどもから
でてきたことですが、みんなが同じように感じていた
と思います。生の音楽を聴くことは貴重な体験でした。
先日、私たちはピクニックのビデオを見ておりました。
みなさんはどんなに私たちを幸せにしてくれたことで
しょう。 私は、みなさんが準備のためにご苦労なさっ
ていたことに本当にお礼申し上げます。わたしたちの
他のイベントにもう一度きていただけたらと思います。
～中略～
もう一度お会いできる日を! 数日後に届いたメール

フェイスペインティング

楽器を持って一緒に手拍子



おわりに

活動を永く続けるためには

1. 会社を最大限利用する。
2. 「好きなこと」を続ける。
3. 無理をしない。→効率が悪くてもＯＫ。無駄
な計画をたてる。

Dixie Queens ホームページＵＲＬ
http://www.d1.dion.ne.jp/~ozawa343/dq/
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