
「トントゥ フェスティバル 2021」を楽しみにしてくださっている皆さま、またご協力や応援をしてくださっている皆

さま、いつも本当にありがとうございます。

本日はお知らせしたいことがあり、再びメッセージを書いています。

ここまで「トントゥ フェスティバル2021」の実施に向けて、多くの方のご協力やサポートをいただきながら、スタッ

フが一丸となって準備を進めて参りました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大が広がっていること、また草

の根的な活動をされている障がい者団体のみなさまの行事やイベントの中止、福祉事業所の一部が休止となって

いる状況を受けて、慎重に協議、検討を進めなければいけない状況になりました。

そして、ご参加される方、お客様の安全を最優先に考慮し、大変残念なのですが、2021年 9月18日( 土 ) / 9

月 19 日 ( 日 ) にメッツァビレッジにて開催予定でした「トントゥ フェスティバル 2021」を中止することを決定い

たしました。ただし、オンラインでのフェスの開催（現地からのライブ中継は除く）は予定通り行います。

メッツァビレッジ（現地）での「トントゥ フェスティバル」を楽しみにお待ちいただいておりました皆さま、ご支援、

応援をいただいておりました皆さまには、このようなご報告となってしまい、残念な気持ちでいっぱいです。深く

お詫び申し上げます。

メッツァビレッジにおける開催については、今後、感染状況を鑑みて、メッツァビレッジにて分散して小さなイベ

ントを開催することを検討しております。何卒ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。

今年は、現地で出会うことは叶いませんでしたが、オンラインフェスティバルを開催し、多くの方にフェスの趣旨

を伝え、楽しんでいただけるような時間としかけをご用意すべく、スタッフや仲間たちは準備を続けています。

次回の「トントゥフェスティバル2022」では、メッツァビレッジでも笑顔で皆さまにお会いできますように・・・。

今年も、来年も心から楽しみにしています。

「トントゥ フェスティバル2021」メッツァビレッジでの開催中止と
オンライン フェスティバル開催のお知らせ
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最後にクラウドファンディングの挑戦についてお話しさせてください。今回のフェスの開催に向けて、クラウドファ

ンディングに挑戦しています。福祉事業所で働く障がいのある方のものづくりは、コロナの感染拡大によって、

現地開催のイベントがなくなり、また、他のイベントも中止になっているため、さらに厳しい状況になっています。

今回はクラウドファンディングリターンに福祉事業所で作った商品を選択することができます。オンラインフェス

でのワークショップは、福祉事業所がつくった材料や商品を使用し、また、多くの方に障がい者の働く姿や福祉

事業所で障がい者がつくる商品を広報することで、売り上げの向上につながるようにしたいと考えています。クラ

ウドファンディングの最終日は 8/31の PM11:00です。みなさまの応援をよろしくお願いいたします。

クラウドファンディングのページはこちら　https://readyfor.jp/projects/TonttuFestival
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次回の「トントゥフェスティバル2022」では、メッツァビレッジでも笑顔で皆さまにお会いできますように・・・。

今年も、来年も心から楽しみにしています。

【オンライン】での「トントゥ フェスティバル」については予定通り実施いたします。
参加の方法についてはこちらをご覧ください。https://tonttuproject.com/watch

プログラムの詳細はこちら。
https://tonttuproject.com/wp-content/themes/tonttu/assets/pdf/tonttu_online_program.pdf

オンラインフェスでも、さまざまな” ちがい” を知り、” おなじ” を見つけるためのプログラムをたくさん用意して
います。当日、オンラインで多くの方々にお会いできるのを楽しみにしております。皆さまのご参加を心からお待
ちしています！

〒145-0062　東京都大田区北千束 3-28-9 VANフラッツ401
メールアドレス：tonttu@decentwork-lab.org
ホームページ：http://www.decentwork-lab.org

「トントゥ フェスティバル」呼びかけ人／総合プロデューサー　中尾文香

オンラインフェス開催に関して

お問い合わせ
特定非営利活動法人ディーセントワーク・ラボ（トントゥフェスティバル2021事務局）
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リボンヌ手芸部
福祉施設で作られた素材や廃材などを
再生＝Re-bornさせ、世界に一つの
オリジナル小物を作ります！

事前申込制
先着順定員20名
参加費：2000円

13:10 ～14:40

前編：「Re-bornのひみつ！をちょっとだけご紹介」

講師： con*tio （コンティオ）
杉千種 山口里佳

後編：「みんなで作ったRe-bornを大公開！」

13:30 ～14:15 フリー視聴トークセッション「ムーミンとフィンランド」
作佐部久美（株式会社ライツ・アンド・ブランズ）

中尾文香（NPO法人ディーセントワーク・ラボ代表理事）

事前申込制
先着順定員10名
参加費：無料WRAP（ワークショップ）

アメリカで人気の
「自分自身を知り、なりたい自分に近づく元気回復行動プラン」

を体験しよう！
講師：片山優美子（長野大学教授）ほか

17:00 
17:20 ～17:30

15:40 ～17:10

クロージングトーク

フリー視聴14:50 ～15:30

ラテンダンスミックス
年齢や障がいの有無を問わず楽しめるラテンダンスプログラム！

講師：KAPPA64

トークセッション
「個性を大切にする生き方、私の場合」

佐々木彩花（有限会社川田製作所）MC：吉川典子（ソーシャルデザイナー）

ゲストトーク
オンライン配信会場「ステイアップ横浜」を紹介！

上田庸司（ステイアップ横浜代表）

コンセプトトーク
「トントゥフェスティバルってなあに？」

中尾文香（NPO法人ディーセントワーク・ラボ代表理事）

トントゥフェスティバル オンライン会場
タイムテーブル

フリー視聴

フリー参加

フリー視聴

フリー視聴

12:30 ～13:00

11:40 ～12:20

11:00 ～11:30

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！

ソチ五輪出場プロフィギュアスケーター村上佳菜子氏
ムーミンバレーパーククリエイティブディレクター小栗了氏

働きがい創造プロフェッショナル「NPO法人ディーセントワーク・ラボ」代表中尾文香

10:10 ～10:50

司会：木村知世子（ラジオパーソナリティ）



手品ショー
ワンハンドマジシャンによる

ここでしか見られないパフォーマンス！
シリュウ（梅里隆一）

フリー視聴14:40 ～15:30

フリー参加ラテンダンスミックス
年齢や障がいの有無を問わず楽しめるラテンダンスプログラム！

講師：KAPPA64

15:40 ～16:20

アート鑑賞ワークショップ＆トークセッション
アートでおしゃべり体験会＆

「みんなちがうだけどおなじ」トーク
磯村歩（株式会社フクフクプラス共同代表）

中尾文香（NPO法人ディーセントワーク・ラボ代表理事）

トークセッション
「見えない世界はこんなに面白い！」

小林崇 小林陽子 MC：吉川典子（ソーシャルデザイナー）

フリー視聴

事前申込制
先着順定員50名
参加費：無料

しょーがい茶ーUniversal TEAー（茶道ワークショップ）
本格的な茶道の基礎が自宅で体験できる

気軽なお茶会！
講師：高草雄士（表千家・吉田晋彩茶道教室）

トントゥフェスティバル オンライン会場
タイムテーブル

事前申込制
先着順定員20名
参加費：無料

（お茶会セット付は
5000円）

トークセッション
「コロナを契機とした、障がい者雇用や就労支援の今後を考える」

窪貴志（株）エンカレッジ代表取締役
上前忠司（株）日本障害者雇用総合研究所

フリー視聴

フリー視聴
クロージングトーク

11:00 ～12:30

12:40 ～13:30

13:40 ～14:30

16:30 ～17:00

10:10 ～10:50

司会：木村知世子（ラジオパーソナリティ）


