
 

  

「天鈿女命育成講座」  
～NON VERBAL CUE FOR SOCIAL INCLUSION～ 

―まちなかワークショップ等による障害者の創造活動支援事業― 

 令和元年度 文化庁委託事業 

「障害者による文化芸術活動推進事業(文化芸術による共生社会の推進を含む)」 
あめのうずめのみこと          いくせいこうざ 

ソーシャルインクルージョン・ラボ 

未来基地（いつかベース） 
2019年 12月 3日～2019年 3月 16日まで

オープン！！ 

スペース使用料、無料だよ！ 

何時間いてもお金はとらないよ！！ 

コーヒーぐらい出すよ！ 

障害のある人も、ない人も、 

遊びに来て！ 

はじめましてでもワイワイやろう!! 

東京オリンピック・パラリンピックを来年に控え、 
宮崎県内でも社会包摂という言葉を芽にする機会が増えました。 
 
そして、2020 年には、国民文化祭・障がい者芸術文化祭 宮崎大会が行われます。 
あらためて。社会包摂とは何でしょうか。 
 
言葉はヒエラルキーや分断を生むことがあります。 
ビジネスで使う言葉、子供に対して使う言葉、目上の人に対して使う言葉。 
言語によるコミュニケーションは使い分けているように見えて、無自覚なものです。 
自分と相手との関係や距離を示すことがあります。 
 
Nonverval cue とは、非言語によるコミュニケーションやサインのことです。 
目は口ほどに物を言うといいますが、表情や服装、動きや形によって伝わるものは、実は言語よりも多く、出自や、生活スタイ
ル、思想や哲学を表すもの、つまり表現であり、文化そのものです。 
この事業は、Nonverval cue から、対話、関係づくりを通して、そこから生まれた表現を仕事化することはできないかを考え
る事業です。 
 
障害のある人には、私達が学ぶべき振る舞いや、考え、想定できない行動ができる豊かな人達です。 
しかし就労にあたって、求められる仕事は一般社会の仕事に当てはめられるものが多いように思います。 
仕事とは、個人による直接的な社会参画です。 
 
自分のしたいことを仕事に当てはめることから、自分のしたいことから仕事を作ることはできないだろうか。 
一般の人に比べて、障害のある人にとって、そういう機会はまだまだ少ない。 
天の岩戸から天照大御神を引き出すために、踊りで神々を笑わせて盛り上げた天鈿女命。 
障害のある人の表現に基づく仕事が、天鈿女命のような、太陽を引っ張り出す存在になってもらいたい、そんな願いを込めた
タイトルです。 
 
障害のある人のこと、子育て中のお母さんのこと、どこかで働いている誰かのこと、高齢者のこと、 
他人のことなら、ここではないどこかの話なら、人はそこまで切実にはなれないものです。 
そんな人たちのことを思い、そんな人たちのことを知ること、 
思い知ること、それが社会包摂の第一歩だと思います。 
 
宮崎における社会包摂の第一歩を踏み出す、3 ヶ月が始まります。 
 
 
 

文化庁、アーツカウンシルみやざき 主催 

2019 年 12 月 3 日～2020 年 3 月 16 日 期間 

       （公益財団法人 宮崎県芸術文化協会） 

協力 
社会福祉法人 いつか会 

宮崎県障がい者芸術支援センター 

1階はラウンジ 

2階はライブステージ！ 

もちろん、無料で使えるよ！ 

もちろん、電気代ぐらいは払えよ！！ 

まちの賑わいの中の障がいのある人の生活大事にする「社会福祉法人いつか会」からのご協力により、 

この拠点から、文化による社会包摂（ソーシャルインクルージョン)の実現をめざしていきます 

 

このスペースは障害がある人はもちろん、どんな方でも立ち寄ることができ、使うことができるスペースです。 

レクチャーシリーズだけでなく、様々なイベントを行う、期間限定の拠点です。 

持ち込みの企画やイベントも大歓迎です。ぜひ遊びに来てください。 

 

  

ひよこでもわかる！ 

アートマネジメント講座 

（毎週水曜日の夜ぐらい） 

真剣！みやざきトーク！ 

てげり場！！！ 

（ネットライブ配信あり） 

イベント・講座・ライブなど 

たくさんやるよ！！ 

お問合せ先：アーツカウンシルみやざき（公益財団法人 宮崎県芸術文化協会内） 

〒880-0804 宮崎県宮崎市宮田町３番４６号 宮崎県庁９号館３階 

TEL:（0985）38－1150  FAX:（0985）31－2782 

Mail: yama@miyazakigeibun.jp 
 
 

営業時間は 

13：00～19：00 

日曜祝日と月曜日はお休みだよ！ 



 

vol.01 対話と nonverval cue  

ダンスステージをつくるワークショップ 障害のある人の興味関心や特性から、ダンサーや振り付け、そして照明や音響、舞台美術といったステージ上での仕事を作っていくワークショップ  
 

日程 （見学のみ 要事前連絡） 

12月 15日（日）vol.01 オリエンテーション 

12月 22日（日）vol.02 ダンス公演を見てみよう 

  1月 12日（日）vol.03 リハーサル 

  1月 19日（日）vol.04 ワークショップ発表公演 

 

※各開催日の時間については、下記までご連絡ください 

NPO法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER 

TEL:0985-33-9110 Mail：npo.mcdc@gmail.com 

シンポジウム 「文化によるソーシャルインクルージョン」 

言葉を使えることが、分断やヒエラルキーを生んで

いることに気づきませんか？ 

演劇が持つ伝える力から、コミュニケーションをもう

一度捉え直すワークショップと、社会包摂と芸術

について考えるレクチャーを行います。 

上田假奈代｜うえだ・かなよ｜詩人、詩業家、NPO法人こえとことばとこころ

の部屋 代表理事 

1969 年吉野生まれ。3 歳より詩作、17 歳から朗読をはじめる。「ことばを人

生の味方に」と活動する。2003 年大阪・新世界で喫茶店のふりをした拠点

「ココルーム」をたちあげ、2008 年西成・釜ヶ崎に移転。2012 年、まちを大学

にみたてた「釜ヶ崎芸術大学」、2016年「ゲストハウスとカフェと庭ココルーム」 

開設。大阪市立大学都市研究プラザ研究員。2014 年度 文化庁芸術選

奨文部科学大臣新人賞 

講師：んまつーポス 
 

2006 年結成。逆さにこだわったコンテンポラリーダンスカンパニー。「逆さから物事を考える

ことで新たな価値を創造する」実践的研究を展開。だからカンパニーの名前もスポーツマン

の逆さ読み。メインメンバーは、豊福彬文、みのわそうへい、児玉孝文の 3人。 

「現代芸術的体育」の独自な作品スタイルは、海外フェスティバルも注目。これまでに世界

12 カ国 35 都市で作品を上演。2019年 3月には“公立ではない公共の劇場”の可能

性を拓くことを目的に「透明体育館きらきら/国際こども・せいねん劇場みやざき」(愛

称:CandY シアター)を宮崎市内にオープン。 

レクチャーシリーズ 

1/6 
月曜日 

vol.02 表現は壁を超えて 

vol.03 障害者が、自分の仕事を作る方法 

vol.04 表現と障害 ～ナイト・クルージング上映会～ 

1/18 
土曜日 

1/23 
木曜日 

1/26・27 
日曜日・月曜日 

障害のある人は、仕事を選べないのでしょうか。 

自分の能力や好きなことを仕事に当てはめるので

はなく、自分から仕事を作っていく方法を探ってい

きます。コトノネの取り組みから、全国の障害のあ

る人の仕事の現状と課題を考えます。 

表現とは何か？伝えるだけなのか？ 

コミュニケーションから表現へ、そして言葉が保つ

力について体感する詩のワークショップと、上田假

奈代さんとココルームの取り組みから表現と社会

包摂を学ぶレクチャーを行います。 

障害のことを、他人事にさせない映画「ナイト

クルージング」の上映と佐々木誠監督を招い

たトークから、表現と障害を考えます。また、

「ナイトクルージング」の前作、「インナービジョ

ン」の上映会も行います。 

 

里見喜久夫｜さとみ・きくお｜季刊『コトノネ』発行人／編集長、自然栽培

パーティ副理事長 

2012 年に障害者の「働く」をテーマにした雑誌『コトノネ』の創刊に関わり、編

集長を務める。2008年にドイツＷ杯を記念して、選手のいない写真集 『ʼ 

06 GERMANY』を出版。絵本に、『ボクも、川になって』、『もんばんアリと、

月』など。日本ペンクラブ会員。 

佐々木誠┃ささき・まこと┃映画監督 

‘06 年に初監督作品『Fragment』がロードショー公開され、国内外で３年以

上のロングランに。その後、『マイノリティとセックスに関する２、３の事例』（’

07）、『INNERVISION』（’13）、『マイノリティとセックスに関する、極私的

恋愛映画』（’15）が公開。大学等での講義のほか、和田誠やロバート・ハ

リスらと定期的にトークイベントなども行っている。 

 

永山智行┃ながやま・ともゆき┃劇作家／演出家／劇団こふく劇場代表 

1967年都城市生まれ。 

2001年『so bad year』で AAF戯曲賞受賞。同作をはじめ、戯曲は劇団外

での上演も多く、2005 年に東京国際芸術祭参加作品として書き下ろした

『昏睡』は、2009 年には、青年団の中心的俳優、山内健司・兵藤公美の

二人芝居として、神里雄大（岡崎藝術座）演出により上演された。また地

点の演出家・三浦基との共同作業として、『お伽草紙／戯曲』（劇団うりん

こ・2010）、『Kappa／或小説』（地点・2011）の戯曲も担当した。 

 

2006年 10月から約 10年間、公益財団法人宮崎県立芸術劇場の演劇デ

ィレクターを務め、九州の俳優を集めてのプロデュース公演「演劇・時空の旅

シリーズ」を企画・演出するなど、地域における演劇の質の向上と、広がりを

願い活動している。 

田中真美┃たなか・まみ┃認定 NPO 法人 ST スポット横浜事務局長／横

浜市芸術文化教育プラットフォーム事務局長 

1984 年東京生まれ。お茶の水女子大学卒業。東京工業大学大学院社

会理工学研究科修了。大学では地理学を大学院では都市計画を学び、

地域と芸術文化の関わりについて関心を持つ。2008年より NPO法人 STス

ポット横浜地域連携事業部にて、アートと学校の現場をつなぐコーディネータ

ーとして活動。2017 年より神奈川県と協働し、福祉現場と芸術をつなぐ活

動を開始している。 

2/23 
日曜日 

ダンスワークショップ、レクチャーシリーズ、そしてソーシャルインクルージョン・ラボで起

きたことをもとにシンポジウムを行います。 

 

鈴木一郎太┃すずき・いちろうた┃静岡県文化プログラムコーディネーター 

株式会社大と小とレフ 取締役 

平成 9 年渡英。アーティストとして活動後、平成 19 年に帰国。浜松市に拠

点を置く NPO 法人クリエイティブサポートレッツにて、社会の多分野と連携す

る様々な文化事業（場づくり、展覧会、トーク、人材育成、町歩き等）の

企画を担当。平成 25 年、建築家の大東翼とともに（株）大と小とレフを設

立。主にプロジェクト企画、マネジメントを担当。 

 

 

生駒新一郎┃いこま・しんいちろう┃一般社団法人あわいや 代表理事 

会場：国際こども・せいねん劇場みやざき 
〒880-0841 

宮崎県宮崎市吉村町南田甲 1093 

Tel:(0985)33-9110 

18:00～21:00 

ソーシャルインクルージョン・ラボ 

未来基地（いつかベース） 

1月 26日
20:00～23:30 

18:00～21:00 

1月 27日 
18:00～21:00 

18:00～20:00 

ソーシャルインクルージョン・ラボ 

未来基地（いつかベース） 
宮崎キネマ館 

ソーシャルインクルージョン・ラボ 

未来基地（いつかベース） 

ソーシャルインクルージョン・ラボ 

未来基地（いつかベース） 

映画「ナイトクルージング」上映会 
＆佐々木監督トーク 

佐々木監督によるレクチャー 
 ＆映画「インナービジョン」上映会 

13:30～15:30 
一般社団法人 あわいや 
宮崎県宮崎市花ケ島町南赤江町 2096 ｰ 1 

詩のワークショップ 

上田假奈代さんのレクチャー 

13:00～16:00 

宮崎県市町村共済組合 ひまわり荘 
宮崎県宮崎市瀬頭２丁目４−５ 

第 1 部 事例発表  第３部 シンポジウム   第 2 部 基調講演  

播磨靖夫┃はりま・やすお┃ 

財団法人たんぽぽの家 理事長、日本ボランティア学会副代表 
新聞記者を経てフリージャーナリストに。障害のある人たちの生きる場としての

「たんぽぽの家」づくりと、自己表現していくことのできる社会づくりを市民運動

として展開。 現在、財団法人たんぽぽの家理事長のほか、社会福祉法人

わたぼうしの会理事長、エイブル・アート・ジャパン常務理事、日本ボランティ

ア学会副代表、アートミーツケア学会常務理事などを務める。主著に『知縁

社会のネットワーキング』など。 

ゲスト：まあるい劇場 K-C スピリット MJ ホール 
 

天鈿女命育成講座で行ってきた、ダンスワークショップ、レク

チャーシリーズ、そしてソーシャルインクルージョン・ラボ未来基

地（いつかベース）で行われたこと、起きたことの報告と、宮

崎県内で社会に関わる表現をおこなってきた障害者や、法

人、サークルの活動の事例発表を行います。 

パネリスト 

播磨靖夫（財団法人たんぽぽの家 理事長） 

生駒新一郎（一般社団法人あわいや 代表理事） 

大塚千枝（厚生労働省 障害者芸術文化活動支援専門官） 

 

司会 

山森達也（アーツカウンシルみやざき プログラムオフィサー） 

2000年代、エイブル・アート・ムーブ

メントは全国各地に障害者の芸術表

現と社会に対するアプローチを変えて

いきました。その活動を支え、宮崎県

内にも足繁く通われてこられたのが播

磨靖夫さんです。2020年に国文

祭・芸文祭を控える宮崎の社会包摂

について基調講演をしていただきます 

 


