
  

 障害者が家族と共に楽しむダンスと音楽 

 東京都障害者ダンス大会 ドレミファダンスコンサート♪ 

【第 22回大会】2023年 7月 17日(月祝)東京体育館メインアリーナ 

出演団体募集のお知らせ 
 

今年 7月に東京体育館メインアリーナ(10,000人収容)にて第 22回東京都障害者ダンス大会ドレミファダン

スコンサートを開催致します。今年より新たに、障害のある方々・ご家族に自由に、様々なダンスと音楽を楽しん

でいただくため、出演団体を募集させていただきます。 

ドレミファダンスコンサートとは、知的・身体・重度・視覚・聴覚・精神障害、ダウン症など、あらゆる障害のある

方々、そのご家族、施設の方々をご招待し、様々な音楽とダンスを自由に、心から楽しんでいただく事を趣旨とし

たコンサートです。 子どもから社会人まで趣旨に賛同していただいた健常のダンサーや演奏者の皆さんが、来場

の皆さんに楽しんでもらう為、日頃の練習の成果を大いに発揮してくださいます。創作ダンス・バレエ・フラダンス・

チアダンス・バンドなど、来場の皆さんの 5 感に伝わるような様々なパフォーマンスを是非、ご披露いただけました

ら幸いです。来場の皆さんは、楽しかったら立ち上がり踊る事が出来、声をだし、鈴を鳴らし、自由に楽しんでいた

だけます。ステージと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、一生の思い出となるよう

な瞬間を楽しんでいただきます。出演団体は、障害者のダンス団体・音楽団体も募集しております。奮ってご参加

くださいませ。 

 本会は、2012 年 10 月に渋谷公会堂にて、第 1 回を開催後、年に 2 回、厚生労働省、法務省、東京都、特

別区長会、東京都市長会等の後援、東京表参道ライオンズクラブの運営協力で開催をしています。去る、2017

年 6月 10 日(日)には東京体育館メインアリーナにて、第 10 回記念となるコンサートを開催し、障害者支援に携

わられている秋篠宮紀子妃殿下ならびに佳子内親王殿下にお成りいただきました。2019 年開催の第 15 回大会、

2022 年開催の第 20 回大会にも佳子内親王殿下にお成りいただき、障害のある子を持つ家族が楽しかった日の

思い出で、毎日を幸せに過ごしていけるよう大会の開催に尽力しています。スタッフをはじめ開催に関わる皆さん

がボランティアで作っている会です。 

 昨今は、新型コロナウイルスの影響により、健康第一、安全第一に考えご自宅で楽しんでいただける様、ライブ

配信を併用しながら開催を続け、障害者のご家族より、この様な状況でも楽しめる、笑顔になれる場を提供して下

さり感謝していますと多数のお声をいただいております。最近の第 21 回大会では長年ご要望がありました多摩地

区にて初めての開催が叶いました。第 22 回大会は、益々、来場の皆さんの思い出となる会を作って参ります。ご

出演の皆さんにとりましても思い出の 1日となりますよう邁進していきます。是非、ご出演のご協力を宜しくお願い致

します。 
 

（主催団体） 特定非営利活動法人アヴァ （活動地区）東京都 

（事務局所在地・連絡先） 

渋谷区千駄ヶ谷 3-60-4林ビル 1階 (電話)03-5413-5578 (FAX)03-5413-5579 (メール)info@ava.or.jp 

（ホームページ・ＳＮＳ） 

ＨＰ： https://npoava.com/  youtube: https://www.youtube.com/user/doredan2013/videos 

Facebook: https://www.facebook.com/doremifadance/ 

（参考映像） 
2017年 6月 10日  第 10回記念 https://www.youtube.com/watch?v=fznp3blOv18&t=8s 

2019年 10月 20日 第 15回記念 https://www.youtube.com/watch?v=wSdyATT2IcI&t=15s 

2022年 6月 12日  第 20回記念 https://youtu.be/f_TllN2LeGc  

 

大会名称 

開催日時 

実施場所 

収容人数 

申込・締切 

（名 称） 第 22回東京都障害者ダンス大会ドレミファダンスコンサート 

（開催日時） 2023年 7月 17日(月祝)   開場：13時 開始：14時 終了 17時(予定） 

（場 所） 東京体育館メインアリーナ  （収 容） 10,000名 

（所在地） 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-17-1 TEL 03-6380-4832 

（入 場） 障害者・家族・施設職員の同伴者：無料   一般：チャリティー入場 

（出演申込） 指定の申し込み用紙にて NPO AVAへメールにて送信 （別紙参照） 

（1次優先締め切り）2023年 1月 31日(火)  （2次締め切り）2023年 2月 23日(木) 

mailto:info@ava.or.jp
https://npoava.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fznp3blOv18&t=8s


 

趣旨 内容 
（趣旨）知的・身体・重度・視覚・聴覚・精神障害、ダウン症など、あらゆる障害のある方々、そのご家族、施設の

方々をご招待し、様々な音楽とダンスを自由に、心から楽しんでいただくことを趣旨とする。子どもから社会人まで

趣旨に賛同したダンサーや演奏者が集まり、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、音や振動、視覚的なもの、心に身体に届くような、障害のある方の五感に伝わるような様々なパフォーマンス

を披露。来場された障害のある方が、楽しかったら立ち上がり、踊り、声をだし、鈴を鳴らし、自由に楽しむことができ

る場を提供する。人々から笑顔が溢れ、一生の思い出となるような瞬間を楽しんでいただく。障害の有無を超え

て、出会いと交流の輪が広がるとともに、障害のある方の自立と社会参加が進むことを目的とする。オンライン配

信も併用しあらゆる方々が楽しめる会を開催する。 

(内容)一般団体、障害者団体の様々な音楽とダンスの披露・合同演目・ダンス企画 

実 績 

後   援 

共   催 

協   力 

協   賛 

 

共催：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、東京都市長会、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、公益社団法人東京都環境衛生協会、ライオンズクラブ国際協会 330-A地区 

協賛：THINGMEDIA株式会社／株式会社ヤマハミュージックジャパン／株式会社ピーシープロモーション／株式

会社シミズオクト／株式会社きくや美粧堂 ／株式会社 Rights／東京渋谷ライオンズクラブ／株式会社セイファ

ート／ウエラ／株式会社エイティズチア WEB／株式会社エフェクティブ／株式会社アーテック／株式会社ロイヤ

リティマーケティング／POPPO Balloon & MAGIC／キリンビバレッジ株式会社／コカ・コーラボトラーズジャパン株式

会社／キンコーズ・ジャパン株式会社 

協力実績：東京東大和ライオンズクラブ／豊島区 BBS会／大正大学手話倶楽部   (敬称略・順不同) 

開 催 

実 績 

 

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(日)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） 

第 10回：2017年 6月 10日(土)東京体育館メインアリーナ 10000席（渋谷区） 

第 11回：2017年 11月 4日(土)メルパルクホール 1582 席（港区） 

第 12回：2018年 6月 10日(土)東京体育館メインアリーナ 10000席（渋谷区） 

第 13回：2018年 10月 13 日(土) 駒沢オリンピック公園総合運動場内体育館 3000 席（世田谷区） 

第 14回：2019年 4月 28日(日)千駄ヶ谷区民会館 327 席（渋谷区） 

第 15回：2019年 10月 20 日(日) 駒沢オリンピック公園総合運動場内体育館 3000 席（世田谷区） 

第 16回：2020年 4月 19日(日)原宿ダンススタジオ オンライン youtube配信 

第 17回：2020年 10月 4日(日)千駄ヶ谷区民会館 327 席（渋谷区） 

第 18回：2021年 4月 25日(日)千駄ヶ谷区民会館 327 席（渋谷区） 

第 19回：2021年 10月 24 日(日)代々木八幡コミュニティセンター内ホール オンライン youtube配信 

第 20回：2022年 6月 12(日)東京体育館メインアリーナ 10000席（渋谷区） 

第 21回：2022年 12月 4日（日）東大和市民体育館 300席（東大和市） 

第 22回：2023年 7月 17(月祝)東京体育館メインアリーナ 10000席（渋谷区） 

第 23回：2023年 12月 9日(土)J:COM ホール八王子 2000席(八王子市) 

出 演  

要 項 

・自団体披露時間の目安：出ハケ含め 3 分～10 分以内(ジャンルによる)/障害者団出ハケけ含め 5 分以内(人

数による) 

・合同演目：出演団体全員での演目(オープニング・フィナーレ)に協力していただく事があります。 

・自団体の披露は、youtubeライブ配信で音楽著作権をクリアした楽曲の使用をお願いしています。 

・出演人数：30名より 120名。内容により人数の相談を受け付けていますのでご連絡下さいませ。 

・ステージエリアのサイズ 25m×20m 舞台に高さはありません。 

・出演料：プロ・アマチュア問わず、お支払していません。全出演団体の皆様が本大会の障害者支援の趣旨に賛

同し、ボランティアで出演して下さっています。コンサートは健常のお客様のチャリティーで運営しているため、出演

者の皆様には友人・ご家族などに周知およびチャリティーしていただくお願いをしていただいています。2000 円のチ

ャリティーで 2 名来場できます。1 人でも多くの方にお声かけいただき、お客様をお呼びいただくご協力をお願いで

きれば幸いです。 



・事前準備や当日の設営・受付など、出来ることをご協力いただいています。各団体とお話しさせていただきます。 

 

・代表者会議：2月 26日(日)14時 30分から 16時 （14時 15分入室） 原宿 

・全体稽古 ：2023年 7月 2日(日)15時から 17時 30分 原宿または代々木 

代表者会議・全体稽古共に、代表者または代理の方のご出席をお願いします。 

 

 

 

≪第 22 回東京都障害者ダンス大会ドレミファダンスコンサート≫ 

出演申し込み 

https://forms.gle/iveyHHisjQ87z5kB8 

上記のフォームよりお申込みください。 

          QR コードはこちら⇒⇒⇒ 
 

締切：2023年 2月 23日(木) 

 

 

 

――――――――申し込みフォーム(QR コード)の内容は下記の通りです。――――――― 

部門  ○健常団体  ○障害者団体  ◆ダンス部門 ◆音楽部門  

       ◆小学生 ◆中学生 ◆高校生 ◆大学生 ◆一般     

フリガナ 

団体名 
 

担当者 

 

フリガナ 

担当者名            年齢          性別（男・女） 

住所 

 

〒 

 

連絡先 

 

電話番号             ＦＡＸ番号 

 

 

メールアドレス  

 

構成人数 (変更があっても構いません) 

名 （男女比）     ： 

内容 

 

 

自由記入欄 

 

 

                        ♪皆様のご出演お待ちしています♪ 

 


