
令和3年度磨けば光る多摩事業

障がいのある子どもとそのご家族を対象に、ダンスやアート、バレエなどの体験型ワークショップを開催します。
保護者の皆さんには、県内の特別支援学校元校長等によるセミナーと、ミニコンサートやマジックショー等の観覧でリフレッシュ！

※健常の親子も参加できます。

多摩インクルージョン
セミナー＆ワークショップ

多摩区市民提案型協働事業

参
加
者

募
集
！

11:30受付 / 12:00開講 / 16:15終演・終講予定
12月12日(日)2021年

11:30受付 / 12:00開講 / 16:15終演・終講予定
12月19日(日)2021年

～障がい児とそのご家族の為のスクールフェス～

第2回

ワークショップ
12:00-12:50

13:00-13:50 

15:00-16:15

13:00-13:50

14:00-14:50

お問合せ先申込方法

ピッカ一般社団法人 ピッカ主催

一般社団法人 ピッカ
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎3-17-4-309
TEL:044-930-7078 / FAX:044-852-8854
担当 / 岩永 ( 携帯 )：090-3223-2739

川崎市多摩区内在住の障がいのある方
親子：各日20組程度（子ども：20人 / 大人：20人）
※応募者多数の場合は抽選 ※健常の親子も参加可

多摩区総合庁舎(多摩区役所/多摩市民館)
川崎市多摩区登戸１７７５-１ 無料参加費・

受講料
対象・定員

場所

応募締め切り 12/5(日) 必着！

★応募者多数の場合は、抽選とさせて頂きます。
※募集定員、参加可能者数等は新型コロナウイルス感染
症の状況に伴い変更する場合がございます。
※開催の実施、内容の変更、中止は教室開催地における
都道府県並びに市区町村の方針に従って判断致します。
※急遽の中止になる場合は「一般社団法人 ピッカ」の
ホームページにてお知らせ致します。

川崎市教育委員会後援

こちらの申し込みフォームより、
必要事項をご記入の上、お申し込みください。
URL → http://picka.jp/tamajigyou2020
短縮URL → https://00m.in/tama

ドラムサークル講師 :
川野めぐみ氏

ジャグリング講師 :
坂口勝氏

マジック講師 :
マジシャンTAKKi 氏

バレエ講師 :
VIVIAN氏

水越けいこ氏 奥野康子氏

オリエンテーション＆
セミナー

ショータイム

ドラムサークル教室 / ジャグリング教室

マジック教室

バレエ教室 / ジャグリング教室

水越けいこ氏
（シンガー・ソングライター）

奥野康子氏
神奈川県立スポーツセンター
健康・障害者スポーツ課
(元県立麻生養護学校 校長 )

マジシャンTAKKi マジックショー / 
水越けいこミニコンサート / 坂口勝ジャグリングショー

ワークショップ
12:00-12:50

13:00-13:50 

15:00-16:15

13:00-13:50

14:00-14:50

ダンス講師 :
KIHARA RYU氏

ダンス講師 :
NAOTO氏

サムライ剣術講師 :
魂刀流志伎会

アート講師 :
デコピン氏

ミュージカル講師 :
局田奈都子氏

大薗一樹氏 奥野康子氏

桂南太郎氏 オーシャン氏

オリエンテーション＆
セミナー

ショータイム

ダンス教室 / サムライ剣術教室

アート教室

ミュージカル教室 / サムライ剣術教室

大薗一樹氏
立体切り紙アーティスト
(2013 年 県立麻生養護学校高等部卒業 )

桂南太郎 落語 / 
大薗一樹立体切り紙ショー / 
魂刀流志伎会 剣舞 / 
オーシャン ミニマジックショー

奥野康子氏
神奈川県立スポーツセンター
健康・障害者スポーツ課
(元県立麻生養護学校 校長 )



＜ジャグリング講師：坂口勝＞
2003 年東宝ミュージカル・『レ・ミゼラブル』への
出演を機にシンガーソングライター・
パーカッショニストとして活動。
現在、2002 年に結成された、タップダンスユニット
『TAP DO！』のメンバーとして、タップあり、
ジャグリングありのエンターテインメントショーを
日本のみならず、世界で展開している。

＜マジック講師：マジシャンTAKKi（たっきー）＞
サタデーナイトマジック LIVE 史上最年少優勝。
Garnet Magic Convention ステージ部門優勝、
初代総合グランプリ、他多数
日本テレビ「スクール革命」・TBS「キング・オブ・
マジック」、NHK BS プレミアム「喝采」、他多数出演

多摩インクルージョンセミナー＆ワークショップ
～障がい児とそのご家族の為のスクールフェス～

当チャレンジ教室会場における新型コロナウイルス感染予防対策について
※当チャレンジ教室の実施は、教室開催地における都道府県並びに市区町村の方針に
従って判断致します。
※開催時の感染状況によっては急遽の中止や実施内容の変更の可能性もあります。

【会場内での感染予防対策】
①教室会場ご入場時に検温実施
②消毒の徹底
③換気の徹底
④座席を有する教室の場合の座席間の空間の確保

【講師及びスタッフの感染予防対策】
①教室会場への入場前の検温確認
②体調不良時の出勤停止
③会場入室時の手指の消毒の徹底

④1時間おき、または１クールごとの手指の消毒の徹底
⑤マスク着用及び咳エチケットの励行
⑥参加者との接触をしない教室の実施

【参加者及び保護者様 / お付き添いの皆様へのお願い】
①発熱などウイルス感染の可能性のある方、体調のすぐれない方はご来場をお控えください。
②ご来場時のマスク着用及び咳エチケットの励行にご協力をお願いいたします。
※マスクを着用されていない方のご入場はできません。
③会場入室時に、手指の消毒にご協力をお願いいたします。
④皆さま同士のソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願いします。

【マスク中の熱中症にも要注意】
早め早めの水分補給。マスク着用時は特に要注意です。
当教室が安全で楽しい開催となりますよう、どうか宜しくお願い致します。

★各種チャレンジ教室の開催のご希望がございましたら、表面[お問合せ先]へご遠慮なくお尋ねください。

＜水越けいこ氏プロフィール＞
1954 年山梨県生まれ。
1977年TBS「8時の空」にレギュラー出演。1978年「し
あわせをありがとう」でデビュー。
1979 年「ほほにキスして」がヒット。全国でコンサー
ト活動を行う。その後、22 枚のアルバム、シングル、
ベストアルバムなどリリース。
出産を機に一時活動を休止していたが 1997 年に活動
を再開し、現在はライブ活動、ディナーショー、講演会＆ミニアコースティック
ライブなどで活動中。
2020 年には映画「ラストレター」（岩井俊二監督作品）にて映画初出演を果たす。
アルバム「Re:I Love You」2021.02.01 発売。

＜長男 麗良くんのご紹介＞
1992 年にダウン症で誕生。5歳の時に川崎病を発症。
小学校は一人っ子なのでいろいろな刺激を吸収して欲しく普通学級に 6年間通い
ました。
いわゆるゆとり世代です。運動会では鼓笛のバトンも。中学校、高校は特別支援
学校に。バスを２つ乗り継ぎ通いました。
卒業後は福祉事業団を経て今は就労継続B 型支援事業所に通っています。
趣味はダンス、空手、サッカーなどですが、やはり一番好きなのは音楽です。
母の影響で主に洋楽好きでクラプトン、スティング、クイーン、TOTO などかな
り渋い趣味です。

＜ドラムサークル講師：川野めぐみ＞
武蔵野音楽大学ピアノ科卒業・Iorana Music 主宰
ドラムサークル：ドラムサークルのドラムは太鼓、
サークルは輪。輪になって楽器を持ち、楽譜も成果も
関係ない自由な空間で即興演奏を楽しみます。
太鼓や小物楽器を使ってみんなで即興演奏を楽しめる
「ドラムサークル」のファシリテーターやピアノ講師と
しても活動。

＜ダンス講師：NAOTO（ナオト）＞
ダンサー GENERATIONS from EXILE TRIBE
「 DREAMERS」MV、ナオト・インティライミ 「花」
MV、大塚製薬 CM ポカリスエット「雨のち晴れ」篇
他多数出演

＜アート講師：デコピン＞
「言葉の壁をART を通して越えていく！」がテーマ。
空間で感じたインスピレーションを大切にし、その
瞬間でしか描けない作品をペン先に込めて描くスタイル。
活動の場は日本だけに留まらず海外でも LIVE 
ペイントを実施。現在では障がい者施設や孤児院と、
子ども達に向けたアートチャレンジ教室も実施。

＜ミュージカル講師：局田奈都子＞
オリエンタルランド ショーエンターテインメント
キャラクター部にてショーやパレードに出演、
ミュージカル「レミゼラブル」帝国劇場 / 
ガブローシュ役として出演
「 レミゼラブル IN コンサート」東京芸術劇場・
梅田コマ劇場出演、その他、若手の育成、振付提供
など多面にて活動中。

＜サムライ剣術講師：魂刀流志伎会＞
日本唯一の義足の立廻剣術師として演出家、立廻
振付家の戸沼智貴氏率いる団体
江戸時代から続く日本民族芸能文化である立廻剣術
ならびに剣舞の保存継承および伝承発展に貢献する
ための活動を行う。

＜バレエ講師：馬場彩月（VIVIAN）＞
バレエ講師 / 認定ダンス指導員 / マスターストレッチ
指導者。5歳からクラシックバレエを始める
K-BALLET SCHOOL 第一期生。ハンガリー国立
バレエ学校 留学。2011-2012 年 スイス Cinevox 
Junior Company 所属。
認定ダンス指導員 2 級、マスターストレッチ指導者
資格保持者

＜ダンス講師：KIHARA RYU（キハラリュウ）＞
ダンサー / モデル / コリオグラファー / 俳優
安室奈美恵 ベストアルバムChristmas Wish、
雅～ MIYAVI ～ NEO TOKYO SAMURAI BLACK、
日テレ シンドラ「バベル九朔」くらまし役
( 振付リーダー )他多数出演


