
 

 

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区                  ２０１７年６月２日 
各クラブ会長・幹事 各位 

ライオンズクラブ国際協会 330-A 地区 
ガバナー  村木 秀之 

社会福祉・障がい者支援委員会  
委員長 Ｌ竹花 秀勝 

 
ドレミファダンスコンサート♪ 

『東京都障害者ダンス大会』参加協力のお願い 
 

拝啓 向夏の候、貴クラブに於かれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
今期、社会福祉・障がい者支援委員会は、村木ガバナーの ガバナーズ・スローガン 『よき伝統と 新

しい 息吹を紡ぎ 織りなして 明日につなげる WE SERVE』と、 ガバナーズ・テーマ『100 周年 未来

を見据え 叡智を絞り考えて 極めよう奉仕の世界』に基づき、障がい者を支援する事業『東京都障害者

ダンス大会(ドレミファダンスコンサート♪)』についてご紹介いたします。本大会には秋篠宮妃殿下並び

に佳子内親王殿下がお成りになること、小池百合子東京都知事に来場いただけることが決まりました。 
あらゆる障がいのある方々とご家族を招待し様々な踊りと音楽で自由に楽しんで頂く事を趣旨とした

本大会に是非、貴クラブからの参加協力を頂きたく存じます。 
 ６月１０日（土）、1万人収容可能な東京体育館メインアリーナにて開催され、安全に障がい者の方々

をお出迎えする為にご案内が必要です。ライオンズクラブのメンバ－の皆様はもとより、ご家族様、ご

友人様にもご紹介いただき、共にライオンズの誇りと喜びをご享受されますようお願い申し上げます。                                   
敬具 

記 

『ドレミファダンスコンサート♪』（主催：ＮＰＯ ＡＶＡ、共催：東京表参道ＬＣほか） 

１． 日 時：2017 年 6 月 10 日（土）開場／14 時 00 分 開演／15 時 00 分 終演／17 時 40 分 
    障がい者及び同伴者 入場：無料 ／ 一般 チャリティ料金：２０００円 
 

２．会 場：東京体育館メインアリーナ 
      [住所]〒151-0051 東京都渋谷区 千駄ヶ谷 1−17−1  [TEL] 03-5474-2112 
 
３．交 通：JR総武線  【千駄ヶ谷駅】 徒歩 1分 

都営大江戸線【国立競技場駅(A4出口)】 徒歩 1分 

以上 

参加申込み ＦＡＸ ０３－５４１３－５５７９ 

※上記あてＦＡＸにて「６月６日(火)」までにお申し込みをお願い致します。 

お問合せ先：Ｌ松浦 辰吉（社会福祉・障がい者支援委員会 副委員長）090-3202-7874 
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※各クラブにて人数をおまとめ頂き、下記までご返送下さい。

（枠の足りない場合はコピーしてお使い下さい）

又お一人でもお出し頂けます。

ドレミファダンスコンサート♪　東京都障害者ダンス大会 　参加申し込み

参加者お名前

第　　　Ｒ　　第　　　Ｚ　　　貴クラブ名　　　東京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライオンズクラブ

代表者名　Ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　

氏　　名 氏　　名 氏　　名

※お問い合わせ先 ： 社会福祉・障がい者支援委員会 Ｌ松浦　辰吉　　　０９０-３２０２-７８７４

※お申込み締切：６月６日（火）

 
                                 
 



【第１０回ドレミファダンスコンサート東京都障害者ダンス大会】 開催のお知らせ

特定非営利活動法人アヴァ(NPO AVA)では、障害者の方、ご家族、施設の方をご招待し、自由
にダンスと音楽を楽しんで頂くドレミファダンスコンサート♪「東京都障害者ダンス大会」を開催し、
障害者支援・社会福祉に取り組んでおります。障害者の方々が集まる会では都内で最も大きな
会になりました。

１）趣旨

知的・身体・重度・視覚・聴覚障害、ダウン症など、あらゆる障害のある方、そのご家族、施設の
方をご招待し、様々な音楽とダンスを自由に、心から楽しんで頂くコンサートです。 子どもから社
会人まで趣旨に賛同した健常のダンサーや演奏者が1000名ほど集まり、障害者の方に楽しん
でもらうため、コンサートで日頃の練習の成果を大いに発揮します。創作ダンス・バレエ・フラダ
ンス・チアダンス・和太鼓・ゴスペル・合唱など、あらゆる障害者の方に伝わるようなパフォーマ
ンスを披露します。楽しかったら立ち上がり踊ることが出来、声をだし、鈴を鳴らし、自由に楽し
んで頂けます。障害者も出演者も、ステージ・客席全体が一体となって、そこにいる全ての人々
から笑顔が溢れ、素敵な思い出となるような時間を楽しんで頂きます。

２）経緯

2012年10月に渋谷公会堂にて第1回を開催後、年に2回行っています。年々来場者数が増え、
ご家族の皆様からお子様の活き活きした表情や心から楽しんでいる様子を見て「また明日から
一緒に頑張ろう。」「コンサートに家族で参加出来て、子どもたちの見たことの無い表情を見る事
ができて感謝しています。」等、たくさんのお手紙を頂いています。東京の各地区の障害者の方
より「自分達の住む街でも開催して欲しい。」とドレミファダンスコンサート開催のオファーを頂き、
それを叶えるため、各地区の障害者の皆様が一同に会せる、1万人収容の東京体育館メインア
リーナにて開催することとなりました。

３）来場依頼

東京都、厚生労働省、法務省の後援を頂き、秋篠宮妃殿下並びに佳子内親王殿下の御成り、
小池百合子東京都知事の来場を頂くことになり、第10回の本会への準備に励んでいます。13時
より場外では、警視庁音楽隊が日本で初めての「全国障害者交通安全運動」を掲げパレードを
し、会場を目指します。

あらゆる障害者、そのご家族、出演者、一般来場者、誰もが笑顔になれる本会を是非、観に
いらしてください。また、チャリティのご協力をいただけますと幸いです。宜しくお願
い致します。
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【開催】

日程： 平成29年6月10日（土）
時間： パレード開始13：00 開場14:00 開演15:00 終演17:40 1回公演
入場： 障害者・同伴者：無料 一般：チャリティ
場所: 東京体育館メインアリーナ（10,000席）

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1−17−1
内容：

開演前：13時より、明治神宮前を出発しパレード開始
明治通りを、警視庁音楽隊および３大学の吹奏楽団、
障害者の方々と家族のパレード
およそ250名

会場内：
14時 開場
15時 開会式典(ご祝辞：小池百合子東京都知事)

Ⅰ部：障害者チームの発表（20分）
Ⅱ部：世界のダンス ―ワールドダンス―（30分）
Ⅲ部：ダンスタイム（10分）
Ⅳ部：ドレミファダンスコンサート（75分）

17時40分 終演
場外および場内での障害者施設の物品販売

【略歴】

第1回：2012年10月20日(土)渋谷公会堂 2084席（渋谷区）
第2回：2013年5月25日(土)渋谷公会堂 2084席（渋谷区）
第3回：2013年11月16日(土)セシオン杉並 568席（杉並区）
第4回：2014年6月28日(土)渋谷公会堂 2084席 (渋谷区)

第5回：2014年9月27日(土)

国立オリンピック記念青少年総合センター大ホール 758席（渋谷区）
第6回：2015年3月22日(土)千駄ヶ谷区民会館 327席（渋谷区）
第7回：2015年10月3日(土)明治神宮神宮会館 2000席（渋谷区）
第8回：2016年4月23日(土)千駄ヶ谷区民会館 327席（渋谷区）
第9回：2016年10月2日(日)東京体育館メインアリーナ 10000席（渋谷区）

【関係団体】
共催：一般社団法人東京都障害者支援協会

東京麹町ライオンズクラブ、東京キングライオンズクラブ、東京表参道ライオンズクラブ、
運営：ドレミファダンスコンサート実行委員会
後援：厚生労働省 法務省 東京都 特別区長会 公益社団法人東京都環境衛生協会

東京都美容生活衛生同業組合 東京都理容生活衛生同業組合 東京理美容保護司会
ライオンズクラブ国際協会330－A地区 公益財団法人ライオンズ日本財団
山野美容専門学校 第67回社会を明るくする運動
渋谷区教育委員会 東大和市 日野市

協賛：(株)きくや美粧堂、タカラベルモント(株)、(株)セイファート、エレクター株式会社、
ヤマハ株式会社、(株)シミズオクト、ウエラ、(株)ミルボン、双葉ライン(株)
キーコーヒー(株)、キリンビバレッジ(株)、コカ・コーライーストジャパン(株)、
(株)エフェクティブ、(株)Rights

協力：原宿警察署、代々木病院、一般社団法人東京都トラック協会 日本外国語専門学校
日本ボーイスカウト東京連盟大都心地区新宿第4団 渋谷BBS会

【出演団体】
～一般団体～
警視庁音楽隊 國學院大學体育連合会吹奏楽部 拓殖大学吹奏楽部
青山学院大学吹奏楽団慶應義塾大学SIG(ダンス) 早稲田大学SHOCKERS(男性チア)

日本女子大学air(ダンス) 明治大学access(ダンス)  お茶の水女子大学flow(ダンス)

日本大学move(ダンス) 立教大学HAL(ダンス) ミュージカルサークルS&D 

ジャパンポンポン tubu-tubu-Entertainment(ダンス) みのるディシャス(バンド)

ダンスダンスダンス 神二楽団(バンド) 文京童謡の会 POPPO Balloon

AVA Ballet Commune(バレエ) プスパ・ドゥッタ(バリ舞踊)

みやびかタックダンスアカデミー(インド舞踊) サンディーズ・フラスタジオ
カポエイラ・テンポ BLUE TOKYO(新体操)

～出演障害者団体～
認定NPO法人車椅子レクダンス普及会 NPO法人パレットチームひまわりっ子
STUDIO SD.S  YOKOダンス ドレミファダンスメンバー

【前回大会の様子】
https://www.youtube.com/watch?v=HLoWXV8F2yg
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■開演前パレード
13時から14時 １．７Kｍ
明治神宮前から東京体育館 経路

①スタート地点
明治神宮前

②「神宮前」交差
点を左折

③「千駄ヶ谷小学校前」
交差点を右折

東京体育館メインアリーナ
西側入口へゴール

ロイヤル
ボックス

南

1階 西口
エントランス

ス
テ
ー
ジ

メインアリーナ

こちらが受付
です。

■東京都障害者ダンス大会
14時から17時40分

東京体育館メインアリーナ 図面

北

【パレード梯団】 全5梯団
横断幕3名
警視庁音楽隊50名
車椅子12名
障害者と家族70名
ボランティア30名
國學院大學吹奏楽45名
拓殖大学吹奏楽30名
青山大学吹奏楽45名
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