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社会課題に向き合うパフォーマーたちの

心ゆさぶる芸術表現

ロック & アート
第8 回テーマ

ろっくあんどあーと

［ ］

ソーシャル・パフォーマンス

HAPPY !カムカム

小澄源太× tatalaYAVZ

カラフルズ&
カロリズム

14 : 00
10 :00～17:30

開演

月 1日（土）年2016 10
ライブイベント

イベント・ショップ

13:30開場［　　　　　 ］

会場 :

なんでもアリーナ入場料 : 円1,000
アトリウム内 :

※未就学児無料

なんでもアリーナ / アトリウム

入場無料

カンテレ扇町スクエア

YOUfromおかん×川野航

鳴尾スーパーつっかけ
すずむしバンド

サルサガムテープ

KICK OFF 2020

天満音楽祭前夜祭



司会｜関 純子 アナウンサー

H A P P Y カムカム！

第8 回テーマ ロ ッ ク & ア ー ト［ ］

ソーシャル・パフォーマンス
SOCIAL PERFORMANCE

ライブ

アウトドアステージ

アトリウムエキシビジョン

タイムテーブル

日程・場所

大阪自閉症協会協賛 日本ダウン症協会（大阪支部）後援 Smile Essence LLC.協力 日本財団助成
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ソーシャル・パフォーマンス、第8回のテーマは「ロック&アート」。障がいの有無にかかわりなく、誰

もがあるがままの自己を自由に大らかに表現します。生きている楽しみ喜びを心地よく分かち合う、つ

ながりの催事です。

この催事は日本財団の助成事業です。

tatalaYAVZ

さをりらしく好きに自由に踊り、叩いて
表現するダンスチームのカラフルズと
太鼓チームのカロリズム。心揺さぶら
れるパフォーマンスをお楽しみに！

トリッキーなツインドラ
ム。キャッチーなエレク
トロニカ。遊び心溢れる
ダンスミュージックを
テーマに2014年4月よ
り活動中。

日程｜      月  日（土）

開演時間｜　　　

なんでもアリーナ入場料｜　　　円

10 1
10:00 -17:30

1,000

大阪市北区扇町　丁目

カンテレ扇町スクエア

なんでもアリーナ / アトリウム

2 1-7会場｜

アトリウム内｜入場無料

※未就学児無料

小澄 源太

西宮青少年学級の音楽好き仲
間が集まってできたバンドで20
年近く活動しています。曲はみ
んなで作っています。

独学で絵を描き続け１９９
９年に初個展を開催する
と同時にＥＧＯ－ＷＲＡＰ
ＰＩＮのＣＤジャケットビ
ジュアルを手掛けて活動
を始める。

21年突っ走っている究極のバリアフ
リーロックバンド。すべてを肯定す
る愛にあふれたライブパフォーマン
スは万人をハッピーにさせます。

カラフルズ＆カロリズム サルサガムテープ

小澄源太×tatalaYAVZ

ＹＯＵ
ロックバンドおかんギタリスト 
2013年結成当時からの夢【大阪城
ホール単独公演】を叶え、その音
楽は日本だけにとどまらず8回もの
アジアツアーを行うなど国内外で
活動中。 バンド初となるアルバム
は初登場オリコン9位を記録。

川野 航
広島県三原市出身シンガーソングライター。
独自の歌声とメロディーセンスから、キャッ
チーかつ力強く繊細な歌を歌う。また、聞い
てる人を笑顔にするような エンターテインメ
ント性の強いライブパフォーマンスをする。
2016年、東京新橋テレビジョンにて「立ち飲
み処 へそ 」のCMソングとして採用される。

YOU fromおかん×川野航

関西テレビ放送主催 NPO法人ハイテンション

なんでもアリーナ ライブ

イベント

ブース展示

14 : 00～17:15

① 鳴尾スーパーつっかけ すずむしバンド
② カラフルズ＆カロリズム
③ 小澄源太 × tatalaYAVZ
④ YOUfromおかん × 川野航
⑤ サルサガムテープ

アトリウム

アトリウム

アウトドアステージ

（インタラクティブステージ）12 : 00～17: 00

① さをり織りファッションショー（12 :00～12 :40）
② ミニシンポジウム「Ｉｍａｇｉｎｅ2020」（12 :50～13 :30）
　 堀井 良殷（関西・大阪21世紀協会）
　 かしわ 哲（ＮＰＯ法人ハイテンション）
　 前田 ひとみ（関西テレビ）ほか
③ 第17回天満音楽祭前夜祭（14 :00～17 :00）

（展示エリア）10 : 00～17:30

10 : 00～13 :30

① なないろサーカス団
② 八尾にアールブリュットを広める会
③ NPO法人ワークス・アールブリュット推進協議会
④ 社会福祉法人いたみ杉の子 フォーゆう
⑤ MAZEKOZE OSAKA
⑥ 姫路まさのり
⑦ Smile Essence LLC.
⑧ SAORI
⑨ うめきた楽市楽座
10：00-17：00 さをり織りワークショップ
11：00-11：45 リズム遊びワークショップ

ご予約・お問い合わせ NPO法人さをりひろば 06-6921-7822Tel .Fax . （月～土10：00～18：00）

ハワイアンフラピカケ
スタジオ関西

SOUTH N' 
HARMONY Music Star

150ｃｍ シェイク
オブロック

The relaxin's
（ワンハンドレッド
フィフティー） （ザ リラクシンズ）

中宮 龍善

社 会 課 題に向き合うパフォーマーたちの心ゆさぶる芸 術表現

ソーシャル・パフォーマンス
ソーシャル・パフォーマンスとは、一般的には社会的利益実現のための活動を意味します。しかし、ここでは様々

な社会課題と向き合うことをテーマにした表現活動のことを「ソーシャル・パフォーマンス」と呼び、関西

テレビのCSR活動として「伝える力」と「つなぐ力」で応援します。

とは

天満音楽祭前夜祭

13：30 オープン  14：00 スタート（17：15 終了予定）  入場料 1,000円（さをりリストバンド付き）

10：00 スタート  13：30 終了  入場無料

10：00 スタート  17：30 終了  入場無料

KICK OFF 2020

ライブ

八尾にアール・
ブリュットを広める会

八尾東ロータリークラ
ブの呼びかけから始ま
り、八尾 市内の障がい
者支援に関わる有志に
より結成しました。障が
いのある方々が支援の
受け手 としてだけでな
く、自らが社会へ発信、
啓蒙していく存在とな
ることを目的として活
動しています。

なないろサーカス団  

“障がい者でもできるこ
と”ではなく、“あなた
だからできること”を仕
事にします。なないろの
パフォーマンスどうぞ
お楽しみください♪

Smile Essence LLC.

Universal Wedding
(ユニバーサルウエディ
ング)であなたの描いた
ウエディングを具現化
し、あなたのSmile(笑
顔)が最高に輝くウエ
ディングを演出します。

ワークス・アール
ブリュット推進協議会

アールブリュット芸術
家の育成と国内外にむ
けた作品プロモーショ
ン活動をおこない収益
を作者に還元。和歌山
からワールドにつなぐ
和（わわわ）の拠点とし
てアールブリュットミュー
ジアム・カフェバーを運
営しています。

いたみ杉の子
フォーゆう

知的や身体等に重度の
障がいを持った方々が、
牛乳パックからの和紙
作りや押し花などの製
品を作っています。

うめきた楽市楽座

うめきたとうめきた周
辺地域をつなぎ、新しく
できる「うめきた」の開
発に関わりながら、市民
の声を行政に届け、住
みやすい大阪、暮らしや
すい大阪をつくる活動
をしています。

MAZEKOZE
OSAKA

国連が定めた4/２の世
界自閉症啓発デーに合
わせて 誰もが当たり前
に生きられる社会を目
指し「青」をテーマ色に
して街を巻き込む啓発
イベントを開催してい
ます。

姫路まさのり

2015年 『ダウン症って
不幸ですか？』（宝島
社）を執筆。ダウン症へ
の理解を広める活動を
続け、講演依頼も受付
中。

SAORI

全国の織り手さんから
生み出されたさをり作
品が大集合！ステキで
キュートな小物達に出
会いにきてくださいね。

鳴尾スーパーつっかけ
すずむしバンド


