HOPE Charity Concert 2017

COLOREST
第 25 回 ＨＯＰＥチャリティーコンサート 2017
ホープ就労支援センター支援プロジェクト

You are a masterpiece
舞台はとある小学校。

校長先生から突然言い渡されたのは、
先生たちによる発表会。
個性豊かな先生たちは一人も欠けずに、全員で協力しあえるのか？
これは、人の持つ色々な個性の輝きとそれが交じり合う特別な瞬間の物語。

日時

2017 年 11 月 18 日（土）
2 回公演

１回目 11：30 開演 (11:00 開場 )

２回目 15：00 開演 (14:30 開場 )

会場
入場料

無料

東京キリストの教会 メインホール

東京都渋谷区富ヶ谷 1－30－17

小田急線代々木八幡駅・千代田線代々木公園駅下車徒歩 7 分

前売り 一般 3,500 円 高校生以下 1,000 円

だれもが生き生きと暮らせる社会の実現
コンサートの収益金は
「ホープ就労支援センター」の
活動を支援するために使用されます。

就労支援が必要な方は全国で

雇用率を達成している企業はまだ半数以下です

障がい者の生活を
豊かにする

当 日 一般 4,000 円 高校生以下 1,500 円
＊座席が必要のない幼児（大人と同伴） 無料
＊各回ともに、全席自由席となります。

障害者手帳等をお持ちの方と
同伴者１名

ローソンチケット（ローソン店内 Loppi）

http://l-tike.com/
L コード７６１３７

（購入方法詳細は裏面をご覧ください）

324 万人！

受け入れる側の
環境を改善する

この実現に向けて
是非ご支援ください！

バリアフリーコンサート

当コンサートは、出演者の協力により、障がいをお持ちの方も
安心して参加できます。

＊介助が必要な場合に備え、ボランティアスタッフが待機します。
＊車椅子、移動式ベッドでも鑑賞できるスペースを設けます。

＊未就学児から大人までどなたでも楽しめるプログラムになっています。
＊障害者手帳、愛の手帳があれば、入場無料となります。

主催：認定 NPO 法人 ホープワールドワイド・ジャパン 特別協賛：モルガン・スタンレー MUFG 証券株式会社
[ お問い合わせ ] 認定 NPO 法人 ホープワールドワイド・ジャパン事務局
TEL:03-6300-5240 Email: info@hopewwj.org Web: http://www.hopewwj.org

HOPE Charity Concert 2017

COLOREST
第 25 回 ＨＯＰＥチャリティーコンサート 2017
[colorest] とは多様性を認め合うという意味の造語です。
＊作品タイトルの「colorest」の文字は
渋谷みやげ開発プロジェクトとして、
渋谷区内の障害者支援施設と桑沢デザイン
研究所の学生の協力により生まれた
「シブヤフォント」を使用しています。
http://www.shibuyafont.jp/

就労継続支援事業とは

国の障害者総合支援法に基づいた事業施設で、一般企業への就職が、困難な障がい者
( 精神・知的・身体 ) に就労機会を提供し、就労訓練などの障がい福祉サービスを提供
することを目的としています。

ホープ就労支援センター 渋谷

渋谷まる福

体にも心にも優しいパンとスイーツの
お店です。障がいのある方が、生きが
いを持って働くことを支援しています。
材料にもこだわり、安心で、美味しい
商品づくりを心がけています。

アトリエ福花＊Fucca

2016 年にオープンしたモノツクリのアトリ
エです。主にバックやのアクセサリーなど
の布製品を創作。自由な発想を活かした、
アート作品にもチャレンジしています。
現在、メンバー募集中です。

出演者のご紹介
塚本 千代 ( つかもと ちよ )

内御堂 真 ( うちみどう しん )

文学座「恋と仮面とカーニバル」
、俳優座劇場プロデュース公演「秋
日狂乱」他、別役実、チェーホフ、岸田國士等の作品に多数出演。定
期的にぐるーぷ・もある朗読公演を行い、声優・ナレーターとしても
活動中。今年、認知症の方の治療に携わる演劇情動療法士の資格取得。
ヴォイスガレージ所属。

高校卒業後ミュージカル俳優を目指す。バレエ・歌唱を習いながら、
炭酸ズノウプロジェクト「5colors again」で初舞台。劇団四季に入団後
「コーラスライン」
「ライオンキング」
「ウ工ストサイド物語」
「魔法を
すてたマジョリン」
「王子とこじき」などに出演。退団後は大手テーマ
パークでダンサーとして活躍。演劇ユニット D. C.top - hat 共同主催。
現在はフリーで役者として活動しながらジャズダンス講師、振付家
としての仕事もしている。

高橋 亜衣（たかはし あい）

劇団四季での「キャッツ」タントミール役、
「ライオンキング」
「ジー
ザスクライスト = スーパースター」avex 主催「a - nation04」ほか多数
出演。現在はダンサーとして、またプレミア・ケアにて高齢者向けの
ダンス指導を行いダンスインストラクターとして活躍中。

早稲田大学理工学部在学中に劇団四季に入団。2007 年に「ウエストサ
イド物語」のテレシタ役で初舞台を踏む。その後「美女と野獣」や
「アイーダ」など数々のミュージカル作品に出演し、2012 年 12月に
退団。退団後は気象予報士の資格を取り、予報士としての活動もす
る一方で、日舞を西崎緑に師事（名取師範を取得）
、舞踊ショーに
出演するなど活動の幅を広げている。

金田 暢彦 ( かねた まさひこ )

真家 瑠美子（まや るみこ）

八鳥 仁美 ( はっとり ひとみ )

北海道教育大学教育学部音楽専攻声楽科卒業後、劇団四季入団。
主な出演作品は「ウィキッド」ボック役「アイーダ」メレブ役「コー
ラスライン」マーク役「嵐の中の子供たち」モー ルス役ほか多数
出演。現在は都内でピラティスインストラクターとして活動中。

17 歳の時に新国立劇場『リア王』三女コーディリア役に抜擢されプロ
デビュー。2005年より劇団四季に入団し、
『夢から醒めた夢』ヒロイン
のピコ役をはじめ『ウィキッド』
『赤毛のアン』
『鹿鳴館』等に出演。
近年では司会や講師等、話し方のプロとして活動している。

尾関 晃輔（おぜき こうすけ）

宮内 麻衣（みやうち まい）

大学在学中にダンスと出会う。関東大手テーマパークに 5 年間在籍、
数々のショーに出演。現在はダンス公演やクラブイベントにも活動の
幅を広げている。長身から繰り出されるダイナミックなジャンプと重
力を感じさせないフロアワーク、そして伸びのある丁寧な踊りには定
評がある。

4歳よりクラシックバレエを学ぶ。昭和音楽大学短期大学部バレエコース
卒業。劇団四季においてメインダンサーとして活躍後、多様な作品に挑
戦できるフリーの道へ。バレエ、コンテンポラリー、ミュージカル、オ
ペラ、芝居、テレビなど数多くの公演に出演している。バレエ指導から
高校でのダンス指導まで、指導者としても高い評価を得ている。

西川 てるまさ ( にしかわ てるまさ )

川島 佑介 ( かわしま ゆうすけ )

大学 4 年生の時にウッド・べースを始め、斎藤輝彦、桜井郁雄両氏に
師事。橋爪亮督 ( Ts )、かみむら泰ー ( Ts ) などのミュージシャンと共演、
その他様々なバンド、セッション、ミュージカルなどで活躍。2007 年
よりクラブジャズバンド「The Fascinations」に加入、2 枚のアルバム
に参加、現在も活動中。

1985 年静岡県菊川市出身。2008 年武蔵野音楽大学打楽器科卒業。
バークリー音楽大学に留学。打楽器を金田温子、安藤芳広、ドラ
ムを Clarence Penn の各氏に師事。現在都内各所にて演奏活動を行
う傍らアーティストのツアーサポートやレコーディングなども
行っている。

則岡 徹 ( のりおか てつ )
高校時代に FM ラジオから流れるジャズの世界に心を奪われ、大学
卒業後渡米。ボストンのバークリー音楽大学にて演奏と理論、作曲を
学び卒業。グラミー賞受賞アーティスト Speech ( Vo )、Richie Cole(As)、
Bill Watrous ( Tb)、石井竜也 ( VO )、広瀬香美 (VO) ほか多数アーティ
ストと共演。

プレミアケアダンスチーム ( 児童発達支援・放課後デイサービス )

社会性を身に付ける上で必要となる集団行動が苦手と感じる子供たちに、仲間と一緒に楽
しく踊ることで集中力と表現力を養いながら、協調性やコミュ二ケーション能力を育むこ
とを目的にプロのダンサーが指導を行っている。

衣装 : 高橋 彩夏 振付 : 河内 達弥

チケットの購入方法

ローソンチケットでお求めください。Loppi L コード７６１３７
事前予約受付電話番号
インターネット予約
店頭購入

０５７０－０８４－００３（Ｌコード必要 /24 時間対応）
０５７０－０００－４０７（オペレーター対応 /10 ～ 20 時）

http://l-tike.com/ ( パソコン・携帯共通）

ローソン・ミニストップ店内 Loppi で直接購入いただけます。

＊学校など団体様でまとめて購入をご希望の方は、事務局に直接お申し込みください。

会場 : 東京キリストの教会
( 東京都渋谷区富ヶ谷 1-30-17 )
●小田急線代々木八幡駅下車徒歩 7 分
●東京メトロ干代田線代々木公園駅下車徒歩 7 分
＊会場には駐車スペースがこざいません。車でお越しになる方は近隣の駐車場にお停めください。

認定 NPO 法人ホープワールドワイド・ジャパン事務局 TEL 03-6300-5240 Email: info@hopewwj.org

http://www.hopewwj.org

