
私の「強み」、他者との「ちがい」、
私らしく「はたらく」を
いろんな視点でトーク、トーク！

パフォーマー・出演者の紹介
～※ご出演予定だった皆様～ (敬称略)

NECボッチャ部・成嶋祐一選手

パラリンピック正式種目の「ボッチャ」を体験
してみよう！
みんなが楽しめるスポーツは奥が深い。

新倉壮朗・谷川賢作

唯一無二の表現者タケオによるマリンバパフォー
マンスとピアニストの谷川賢作による圧巻のセッ
ション！

透き通るような歌声に酔いしれる
全盲の歌姫によるピアノ弾き語りライブ！

NECダンサーズ & RAYVEL

障がいの有無にかかわらず、誰もが輝ける
インクルーシブダンスのパフォーマンス！

村上佳菜子・小栗了・中尾文香

ドラムサークル FantaRhythm

ココロのサプリメント♪ドラムサークル！
音とリズムで、あるがままに、
笑顔で楽しい時間を共有しよう！

©足立剛一 photo:©深堀瑞穂 衣装協力:ツクリバナシ

新倉壮朗

谷川賢作

NECボッチャ部

成嶋祐一選手

大石亜矢子
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村上佳菜子

小栗了

中尾文香

妹尾美穂

石井(森本)智美



村上佳菜子 (むらかみかなこ / ソチ五輪出場プロフィギュアスケーター)

プロフィギュアスケーター
3歳からスケートを始め、中学時代から国際大会に出場し五輪
や世界選手権など数多くの大会で入賞。
2017年に競技生活引退後、現在はアイスショー出演のほか、
タレントしてもマルチに活動中。

小栗了 (おぐりりょう / ムーミンバレーパーククリエイティブディレクター)

1995年映画監督を目指し渡米。2001年より俳優として活
動し、蜷川幸雄演出の舞台やスティーブン・セガール主演
のハリウッド映画に出演。俳優引退後、オペラ制作会社
アートクリエイションに入社。2007年よりシルク・
ドゥ・ソレイユ日本初の常設劇場の立ち上げに携わり、日
本側スタッフ代表を閉館まで務める。企業イベントの演
出から、クラシックコンサート、演劇、アクロバット
ショー、格闘技などジャンルレスに活躍。昨年よりムーミ
ンバレーパークのクリエイティブディレクターを務めてい
る。

～応援メッセージをいただきました！～

「トントゥフェスでいろんな人と出会い、
#みんなちがうだけどおなじを体験しようと思います！」

©Seitaro Tanaka 

～応援メッセージをいただきました！～

「こんな世の中だからこそ、人間らしく生きたいと思い
ます。お互いを認め合い、お互いを向上させる、そんな
フェスだと思います。」

中尾文香 (なかおあやか / NPO法人ディーセントワーク・ラボ代表理事)

博士(社会福祉学)。社会福祉士。香川県高松市生まれ。
2016年東洋大学大学院福祉社会デザイン研究科博士後期
課程修了。研究のテーマは、障がい者就労・雇用、QWL
（Quality of Working Life）、ディーセント・ワーク、社
会課題とCSV。機器のアクセシビリティ調査、保育関連
のコンサル、福祉事業所の就労コンサル等に携わった後、
2013年にNPO法人ディーセントワーク・ラボを設立し、
福祉施設がつくる小物ブランドequalto（イクォルト）事
業を実施。2017年より企業を対象とした障がい者雇用に
関するコンサル、社会課題、CSV、SDGsなどに関するコ
ンサルをスタートした。その他、研修や講演など幅広く
活動を行っている。厚生労働省「障害者の就労能力等の
評価の在り方に関するワーキンググループ(第1WG)」専
門アドバイザー。著書に『障害者への就労支援のあり方
についての研究』(風間書房)、『自分史上最高の働き方が
わかるワーク』（小学館）などがある。



妹尾美穂 (せのおみほ）

【音楽家】
一般社団法人鍵盤ハーモニカ教育LABO 代表理事
ピアニスト 鍵盤ハーモニカ奏者 ドラムサークル
ファシリテーター・エンドーサー（REMO社公認）
FantaRhythm代表
異業種交流、講演会、小学校・幼稚園・保育園、小
学校の音楽鑑賞会、特別支援学校、愛育委員会、病
院、デイサービス、世代間交流事業、商店街の活性
化、婚活、企業研修、各種イベントなど様々な現場
であっという間に参加者の笑顔を引き出す自然体な
ファシリテーターである。
年間ドラムサークルを用いて咲かせる笑顔は 5000 人
を超える。

ドラムサークル FantaRhythm (ファンタリズム)

石井 (森本) 智美 (いしい (もりもと) ともみ)

くらしき作陽大学音楽療法専修卒業。
日本音楽療法学会認定音楽療法士／ドラムサークル
ファシリテーター
児童発達支援、障がい者福祉、介護予防、認知症予防
など、子どもから高齢者まで幅広く音楽療法の臨床に
携わる。
2008年、岡山ドラムサークルFantaRhythm と出会い、
2009年よりメンバーとして活動。
事務局兼ファシリテーターとして、毎月のコミュニ
ティドラムサークルの開催やイベントの運営を行ってい
る。
ドラムサークルを社会の縮図ととらえ、年齢・性別・
国籍・障がいの有無も関係なく、お互いを認め合い、
尊重し助け合える社会が広がるようドラムサークルを通
じて発信している。
どんな人もすぐに笑顔になれる、やさしさあふれる
ファシリテートが魅力。

FantaRhythm（ファンタリズム）は、超自然的・幻想的・空想的などの事柄をあらわす
【Fantasy】や感動的・すばらしい様子をあらわす【Fantastic】と音楽の要素でもあり人間に不
可欠な【Rhythm】を掛け合わせ、笑顔の輝く素敵な時間をデザインしたいと願った私たちの造
語です。
あなたの笑顔が周りを笑顔に。
笑顔の種を撒いています。
ーFantaRhythm ー
HP:https://fantarhythm.jp

What’s Drum Circle ?
輪になって太鼓を叩く古代からあるコミュニケーションスタイルの現代版！！
みんなで輪になって打楽器を叩きながら音とリズムで心と身体を解放し、お互いの心と心を繋い
でいく全員参加型の活動です。
はじめて会った人とも心を開いて、あるがままに笑顔で楽しい時間を共有しあえる、音楽を通し
ての新しいコミュニケーションを体験してみませんか？

縁で集まり円から始まる。
「またこの場所でお会いしましょう♪」

https://fantarhythm.jp/


大石亜矢子 (おおいしあやこ)

静岡県沼津市出身 武蔵野音楽大学声楽科卒業
ソロによる歌唱の他、ピアノの弾き語りによる演奏活動
を行う。
またアイメイトのイリーナと盲導犬の啓発活動も行って
いる。

夫であり、全盲弁護士の大胡田誠と共に「全盲夫婦によ
るトークアンドコンサート」を各地で開催している。
1人1人の夢や願いを叶える「オーダーソング」は、大変
好評を得ている。
Zoomを使ったテレビ局 みらクルTVにて毎週土曜日
１４：３０から番組配信中。
http://miracletv.site/
ティートックレコーズよりＣＤ「Ｍｙ Ｌｉｆｅ」My 
Bestの２枚をリリース。
大石亜矢子 OFFICIAL SITE
http://ayako-ohishi.net/

NECダンサーズ & RAYVEL

NECダンサーズは、NECの社員を中心に、多様なメンバが集まるダンスチームです。性別、
年齢、国籍、障がい有無等に関係なく、一緒に混じりあい理解しあえる場づくり、ステージに立
ち、インクルーシブダンスでNECのインクルージョン＆ダイバーシティの取り組みを伝える活動
を行っています。

RAYVELは、社会人、学生、パパやママ、障がいのあるメンバで構成するダンスチームです。
ダンスを通じて、「何かを理由に夢や挑戦を諦めない、誰もが誰かのヒーローになれる」という
メッセージを世界中に伝えることを目的に活動しています。２つのインクルーシブダンスチーム
の、オリジナルの曲と振付によるコラボパフォーマンスと参加型ワークショップをお楽しみに！

http://miracletv.site/
http://ayako-ohishi.net/


NECボッチャ部

NECの会社公認部活動として2017年4月に
発足。約30名のメンバーで、日々ボッチャ
の練習や試合、普及活動を楽しみながら推
進中。
活動方針には
「①ボッチャの腕を磨き、競技としての
ボッチャを楽しむ場づくり」
「②パラスポーツに慣れ親しみ、普及啓発
に自然な形で参加する文化づくり」
「③企業の垣根を超えた交流の場づくり」
を掲げる。
最近では、小学校向けのボッチャ授業や、
オンラインを活用したボッチャ普及活動な
ども推進中。

＜参考リンク＞
ボッチャの楽しさを全国へ～NECボッチャ部の取り組みはどのように始まり、広がっ
ていったのか＜前編＞
https://sports-for-social.com/sports/nec-boccia1/
「本気で、楽しむ」が広げるボッチャの輪～NECボッチャ部が目指す未来とは＜後編＞
https://sports-for-social.com/sports/nec-boccia2/
「パラスポーツ支援」への第一歩社内体験会と観戦会のススメ～スタディ・スタートアップ～
https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/ONB/19/tokyo1108/

成嶋祐一 (なるしまゆういち) 選手

茨城県に2015年に自分が率いる茨城ぼっちゃ倶楽
部を障害者、健常者で立ち上げてスタートし、自
分自身は倶楽部を立ち上げる前から初めており、
立ち上げた年に日本ユニバーサルボッチャ連盟の
大会に出場させてもらったきっかけで、本格的に
選手として活動を始めた。
茨城県にボッチャを持ってきてくれた、先生に出
逢い、いろんな方と出逢え、今に至る。
現在は、倶楽部の代表を辞めて、平成30年に誰も
がやれる環境作りのためにスポーツ同好会を立ち
上げ、子供から年配、障害の方、又は県外問わず
といった感じで活動をしている。
選手、指導、指導者育成、リハビリ、福祉関係に
も繋がればと思いながら…

https://sports-for-social.com/sports/nec-boccia1/
https://sports-for-social.com/sports/nec-boccia2/
https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/ONB/19/tokyo1108/


新倉壮朗 (にいくらたけお)

1986年生まれ。ダウン症。幼少より音に豊かな反応を示
し、特にリズム感が抜群で、身体や楽器での表現は目を
見張るものがあった。
8才の頃、即興弾きするピアノはすでに独特の世界を持っ
ていた。
11才の時、アフリカセネガルの太鼓「サバール」と出会
い、アフリカ音楽にのめり込む。
2002年より「新倉壮朗の世界」と題して定期的にコン
サートを開き、ピアノ、マリンバ、鍵盤ハーモニカ、バ
ラフォン、サバール、ジャンベ、ドラムetc.で思いのたけ
を表現し、パワフルなステージを繰り広げている。

ブログ http://takeoyume.exblog.jp
ドキュメンタリー映画「タケオ」
http://www.takeo-cinema.jp/

谷川賢作 (たにかわけんさく作/編曲家ピアニスト)

1960年東京生まれ。ジャズピアノを佐藤允彦に師事。演
奏家として、現代詩をうたうバンド「DiVa」ハーモニカ奏
者続木力とのユニット「パリャーソ」、また父である詩人
の谷川俊太郎と朗読と音楽のコンサートを全国各地で開
催。80年代半ばより作・編曲の仕事をはじめ、映画「四十
七人の刺客」「竜馬の妻とその夫と愛人」NHK「その時歴
史が動いた」テーマ曲等。88、95、97年に日本アカデミー
賞優秀音楽賞受賞。06年びわ湖ホール制作「雷の落ちない
村」の音楽監督（コンサートライブCD「雷の落ちない村」
13年7月にリリース）ピアニスト舘野泉に組曲「スケッチ・
オブ・ジャズ」を献呈。画家、山本容子の絵とエッセイで
綴る「Jazzing」の音楽プロデュース。兵庫県立芸術文化セ
ンター制作の音楽劇「赤毛のアン」富山県文化振興財団委
嘱作品「少年少女のための交響詩 ～めざめる羽 はばた
く四季～」 (作詩/覚和歌子)2009年3月初演。金沢ジュニア
オペラスクール第二期音楽監督。兵庫県立ピッコロ劇団
「赤ずきんちゃんの森の狼たちのクリスマス」「歌うシン
デレラ」映画「カミハテ商店」(2013おおさかシネマフェス
ティバル音楽賞受賞作品、監督・山本起也) 2020年度船橋
市文化芸術ホール芸術アドバイザー。最新刊の楽譜集「ス
ケッチ・オブ・ジャズ２」（音楽之友社刊）最新CDは「よ
しなしうた」(TRBR-0021) 音楽を担当した最新映画「の
さりの島」（監督・山本起也）「僕は猟師になった」（監
督・川原愛子）「おかあさんの被爆ピアノ」（監督・五藤利
弘）今年、全国公開予定。
谷川賢作オフィシャルサイト http://tanikawakensaku.com/

©足立剛一
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