すべての人が
楽しく乗れて
ひかり輝く
笑顔になれる

文化芸術活動の継続支援事業（文化庁）
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吉崎さとし

( コギー ) と共に…
光陽師想真

Junko

コロナをも包みこみ
Love＆peace を世界に響かせます。
みんなで乗り越えましょう！！
制限され足踏みしながらも、今出来る事を精一杯、
夢・志に向かって進んできました。そしたら、あき
らめない心を支えあう仲間と出逢えた。COGY とも！
今回は、ベトナムのドクさんも zoom でお迎えします。
皆様には、日本のどこからでも映像を見る事ができる、
テイクアウトライブもとりいれました。
スペシャル
ゲスト

グエン・ドク氏
ベトナムより Z00M 出演

〜戦争は絶対あってはならない〜
特定非営利活動法人『美しい世界のため』社長。
在日平和大使。広島国際大学客員教授。ベトナム
戦争でアメリカが大量に撒いた枯れ葉剤による影

え戦争のない、平和な世の中にしたいと活動を続
けている。

会場はコロナ除菌対策万全で皆様をお迎えします。

ご予約ご連絡をお待ち致しております。

2021

2/26
金

18:00 開場
18:30 開演
20:30 終演予定

会場／タワーホール船堀［5 階 小ホール］( 都営新宿線 船堀駅前 )
〒134-0091 東京都江戸川区船堀 4-1-1

チケット／ ¥2,000( 一般 ) ¥1,000( 難病・障害者割引 ) または「障害者手帳」をお持ちの方
※別途システム手数料として 220 円 ( 税込 ) かかります。

原則、
「特定医療費 ( 指定難病 ) 受給者証」

※チケットをご購入いただいた方に「テイクアウトライブ専用 QR コード」をお送りいたします。

※状況により、予告なく無観客ライブとなる可能性があります。その際は「テイクアウトライブ」のみの提供となります。詳しくはウラ面をご覧ください。

共催／ NPO 法人 希少難病ネットつながる
後援／車椅子支援団体 RexHart

美地企画

チケットは
こちらから !!

▲

響で結合双生児として生まれた、ベトちゃんドク
ちゃんで知られる。弟のドクさん。(1988 年に
分離手術 ) 自分たちの体験とベトナムの状況を伝

ビヨンドガールズ

美地 ( みち )

みんなの歌謡曲

お問い合わせ／ NPO 法人 希少難病ネットつながる

美地企画

E-mail : love-peace20210226@rdnet.jp TEL : 090-8495-2423

Concert
コロナウイルス終息を祈る

ラブ & ピースコンサート

歌で元気に笑顔の絆
早稲田大学在学中に円錐角膜が発覚。卒業後、
鬱病を発症し淡路島へ。その後、千葉県松戸市
に戻り、歌う松戸観光大使として松戸を PR する
歌 ( ゆるキャラ松戸さん、あじさいねぎ他 ) を制
作。チバテレ CM、J:COM、FM 等に楽曲提供。
松戸森のホール 21( 小 500 席 ) にて、4 回の
ソロコンサートを開催 ( 満員 )。現在はアーティ
ストや企業、団体への楽曲提供、施設演奏、イ
ベント企画、ボイストレーナーとしても活動中。

吉崎さとし

自閉症ダンサー DancingLuckyBoySoushin( そうしん )
自閉症ダンサー。ホームレス中の宇宙人男子
150 億才。2012 年 ひきこもり生活から脱し
ダンス活動スタート。ベトナムやパレスチナ、
ペルーなど各国のフェスティバルに出演。舞台
出演多数、テレビや映画にも出演。
狐舞ソロパフォーマンスをメインに独特の宇宙
感で地球で舞う。夢は地球すべてを自然な心に
還すこと。
公式サイト https://soushin.themedia.jp/

光陽師想真

車いすダンサーではありません。
衣装の下に 12 個の装具を着けて、踊りたいから踊ります。
生まれつき進行性の障害があり、多くのものを
失ってきました。それらが在った所を「得たも
の」で満たして、ダンスやトークという形にし
ています。「元気をください」と頼まれたら、
「わたしにもください。ふたりの中に在るもの
を響き合わせたら、どこまでも大きくなってい
くでしょう」と伝えるのです。

Junko

日本発 ! 世界初 !
あきめない人の車いす

すべての人が
楽しく乗れて
ひかり輝く
笑顔になれる

当日のタイムスケジュール
手話通訳あり
18:00
18:30

開場・受付開始
開演・ご挨拶

18:40

トーク & ライブ

18:50

トーク & ダンス

19:00

COGY のご紹介

19:10

トーク & ダンス

19:20

休憩・交流

19:40

トーク & ライブ

19:50

美地 ( みち )

車いすチャレンジユニット

ビヨンドガールズ

「ちがいをたのしもう」を合言葉に障がいのイ
メージを覆し、自分たちの可能性を超え、チャ
レンジをしていく発信をしていこうと 2017 年
11 月に車イスチャレンジユニットとして結成。
ステージ出演や講演、SNS での発信、企業との
商品開発などを通し、車椅子や障害があるから
無理だと思われている社会常識を変え、一歩を
踏み出したい人のチャレンジを応援する活動を
実施している。

テイクアウトライブって ?
QR コードを使ったデジタルコンテンツの配信サービスです。専用アプリを使用し
て、テイクアウトライブ QR コードを読み取るだけで、コンテンツがダウンロード
できます。ダウンロードした動画はオフラインで楽しめるので、いつでもどこでも
見ることができます！動画の視聴方法は、専用アプリで QR コードを読み込むだけ！
お手持ちのスマートフォンでライブ映像やコメント動画を楽しめます♪
※チケットをご購入いただいた方に「テイクアウトライブ専用 QR コード」をお送りいたします。
※予告なく無観客ライブとなる可能性があります。その際は「テイクアウトライブ」のみの提供となります。
※ダウンロードできるコンテンツは当日のライブ映像だけでなく、当日本番直前のメッセージや終演後の舞
台裏等の映像コンテンツも時間を分けて配信しますので、お楽しみください。

▲

チケットはこちらから !!

・テイクアウトライブのアプリをインストールして、
右の QR コードを読みとって下さい。
告知動画が取得できます。無料です。

地

香取久之

吉崎さとし
光陽師想真
株式会社 TESS
代表取締役 鈴木堅之
Junko
足こぎ車いす
COGY( コギー ) 試乗

美 地
スペシャルトーク & ライブ
ベトナムより Z00M 出演

グエン・ドク氏
通訳

愛と平和を唄う引受けシンガー
障害者施設保育士時代を経て 28 年。ベトナム
枯れ葉剤被害を伝える『世界中のお母さんたち
へ』は国内外にて歌い続け、世界平和の祈りの
旅は 7 ヵ国。ベトナムでドクさんと対談し『子
どもの未来の為に力を尽くす』と誓いあう。
平和を語り継ぐコンサート 16 はドクさんをゲ
ストに開催。一方『鮮やかな追憶』カラオケ大
会も好評。
一般社団法人日本歌手協会会員。

美

北川

元

20:10

トーク & ライブ

20:20

みんなで歌いましょう・記念撮影
来場者・出演者・スタッフ全員
終演

20:30

ビヨンドガールズ

※本コンサートは『文化芸術活動の継続支援事業（文化庁）』として実施いたします。

会場はコロナ除菌対策万全で皆様をお迎えいたします。
●世界新基準！次亜塩素酸で空気を洗う、業務用空気清浄機
『Viruswasher® PRO（ウイルスウォッシャー ® プロ）』を客席、舞台、
控え室に設置。
●除菌、抗菌剤スプレーによる手指の消毒を徹底。
●来場者、スタッフ全員にマスク
（高機能特殊フィルターで 0.1ミクロンの粒子を 99.% 以上カットする
サージカルマスク）を配布、装着を徹底。
●全員に消毒テッシュを配布。

「COGY」は、半身不随など自立歩行が困難な人でも、
自分の力で漕ぐことができる新しいモビリティーです。
歩行困難になった人が、なぜ漕げるのか？それは人間の本能 反射
を応用するから。通常、私たち人間が歩くときは、脳からの指令が
脊髄を介して伝わり、足を動かします。
一方、足こぎ車椅子「COGY」の場合、脳からの指令ではなく「右
足の次は左足」といった反射的な指令が脊髄を通じて伝わります。
つまり、
「COGY」の足こぎ運動は、脳ではなく脊髄反射で行われる
のです。これを「原始的歩行」と呼びます。
この原始的な歩行反射により、脊椎損傷等、半身麻痺、筋力低下、
関節拘縮などの障害があっても、わずかでも足の筋力があれば足こ
ぎ運動が出来る可能性が生まれます。
風を感じ、自らの力で移動する喜びを再び得た多くの人たちが手に
するものは、 笑顔 笑顔を取り戻し、生活を変える新しいカテゴ
リーの足こぎ車いす「COGY」は、ご本人、ご家族、そして医療福
祉関係者の方にも多くのメリットがあります。歩行困難な人の社会
参加をサポートする「COGY」を是非皆様ご体験ください。

日本発 ! 世界初 !
あきめない人の車いす

