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障がい者の国際舞台芸術コンクール

第17回ゴールドコンサート開催記録
　障がいをもつミュージシャンの国際舞台芸術コンクールであるゴールドコンサートは、
出場者をはじめ企画運営に関わる者まで障がい当事者で占められている。
このコンサートに行政、企業、学校、地域の人々に広報、協賛、ボランティア、観覧、
インターネットによる視聴など様々な形で参加してもらうことにより、できるだけ多く
の方に障がい者の自立、社会進出の必要性を認識してもらう。
　もって、誰もがやる気や実力に応じて参加できる社会の実現に貢献する。

●音源応募
　応募組数：31組

●九州予選大会
　日時：2020年1月18日（土）
　場所：レソラNTT夢天神ホール
　応募組数：5組
　優勝：もふもふ

●沖縄予選大会
　日時：2020年2月8日（土）
　場所：ミュージックタウン音市場 3Fホール
　応募組数：15組
　優勝：JAHLI

●関西予選大会
　日時：2020年2月15日（土）
　場所：カンテレ扇町スクエア　1Fイベントスペース
　応募組数：16組
　優勝：楊　雪元

●韓国予選大会
　日時：2020年3月12日（木）
　場所：江南障害者福祉館アクティブホール
　応募組数：8組
　優勝：チャン・ソンビン

選抜

第17回ゴールドコンサート
決 勝 待 機

日　　時：2020年11月21日（土）
場　　所：東京国際フォーラムホールC
出場組数：9組（3組欠場あり）
総視聴者数：1,810名
出場関係者：約20名
（出場者約10名、キャスト・介添者約10名）

スタッフ数：約150名
� （ボランティア含む）

グランプリ： JAHLI

※本報告書においては敬称を省略させていただきます。

趣旨
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　衆議院議員よりご挨拶　

　実行委員長より挨拶　

衆議院議員　　野
の

田
だ

 聖
せい

子
こ

【顧問】
長谷川　岳	 参議院議員

【理事】
今福　義明	 アクセスジャパン 代表
奥山　俊博	 	東京大学先端科学技術研究センター	

特任研究員
貝谷　嘉洋	 	NPO法人日本バリアフリー協会	

代表理事
金子　秀明	 	株式会社日本テレソフト	

代表取締役
小林麻美子	 株式会社マグナ 代表取締役
小林るつ子	 玩具福祉学会 理事長
斎藤　　省	 	有限会社さいとう工房	

代表取締役

高木　　真	 	公益財団法人日本チャリティ協会
高田　弘治	 	Crescent経営研究所 代表
高橋　　久	
高橋　　実	 	社会福祉法人視覚障害者支援総合

センター 元理事長
高橋　陽子	 	公益社団法人日本フィランソロピー

協会 理事長
竹中　ナミ	 	社会福祉法人プロップステーション	

理事長
寺田　　学	 	株式会社CMSコミュニケーションズ	

代表取締役社長
仲川　一昭	 	福祉の管弦楽団まごころ・ボラン

ティアオーケストラ「響（ゆら）」	
代表・指揮者

長崎　　栄	 株式会社ダイレクト	インプット
西野　　弘	 株式会社プロシード 取締役

松延　健児	 	株式会社エクサネット	
代表取締役

野澤　　勝	 	株式会社コヤマドライビングスクール	
総務人事部長

Peter	David	Pedersen
	 株式会社イースクエア 共同創業者
馬渡　徹郎	 NPO法人音の羽根 理事長
安田　武晴	 読売新聞
山下　　桜	 パイオニア株式会社
吉井　　勇	 	株式会社ニューメディア	

月刊ニューメディア 編集長
吉井　康雄	 	株式会社スポーツニッポン新聞社

　2003年よりスタートしたゴールドコンサートも今年で17回を迎えることができました。これも皆さまの温
かいご支援・ご協力の賜物です。心より御礼申し上げます。ゴールドコンサートは、障がいを抱えていても音
楽で生計を立てられる一流のミュージシャンを育てることが目標です。
　よく音楽に国境や言語の壁はないと言いますが、私は障がいという壁もないと思っています。それは、毎回
素晴らしい演奏を聞かせてくれる出場者の皆さんが体現してくれている通りです。いつか皆さんの奏でる音楽
をテレビや街角で聞くことを楽しみにしています。
　最後になりますが、今後も障がい者の自立と社会進出がより前進するよう取り組んで参りたいと思います。
皆さまにおかれましては、今後益々のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

　コロナ禍で無事開催できましたこと、皆様のご協力の賜物です。心より感謝申し上げます。
　今回の決勝大会については当初より開催することを前提に進め、最終的に開催するかどうかは、新型コロナ
ウィルスの蔓延状況をみて判断しました。
　早い段階で一部の関係者を除いて無観客で行うことにしました。通常は多くの障がい者が来場していますが、
基礎疾患を持っている割合は高いので、感染した時に重症化する恐れがあるからです。
　その分、生配信映像をより見やすいように舞台演出を変えました。舞台上のスクリーンは無くし、より芸術
的な照明にしたり、司会の前に台をおいてテレビ番組のような見せ方をしたり、カメラワークを変えて見やす
くしたりしました。当初外国人の3組を含めて計12組が出演する予定でしたが、半分の6組になってしまいま
した。とはいえ、おかげさまで感染された方の報告もなく無事終了することができました。
　引き続き皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

NPO法人日本バリアフリー協会�代表理事　　貝
かい

谷
や

 嘉
よし

洋
ひろ

組織委員会
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　審査委員長より挨拶　

　特別審査員より挨拶　

音楽評論家・作詞家　　湯
ゆ

川
かわ

 れい子
こ

●決勝大会
■審査員長
湯川れい子　音楽評論家・作詞家　

■副審査員長
吉岡　正晴　音楽評論家

■審査員
工藤　由美　音楽ジャーナリスト
小久保　隆　環境音楽家
白岩　英也　みちのくレコード、みちのく歌謡文化連盟 会長
萩原　　岳　ナレーター、宣伝販売促進コンサルタント
花村ひろ子　有限会社エフ・エム・ジー 会長

■特別審査員
宮川　彬良　作曲家・舞台音楽家

●九州予選大会
■審査員
亀山みゆき　株式会社シンフォニア代表 サウンドデザイナー
田畑　尚美　�学校法人滋慶文化学園 福岡スクールオブミュー

ジック&ダンス専門学校 事務局 広報
ティナ吉松　�カントリーラインダンス講師「F・C�STYLE」

チームリーダー

●関西予選大会
■審査員
仲川　一昭　�福祉の管弦楽団まごころ・ボランティアオーケス

トラ「響」代表・指揮者
酒井　　靖　�一般財団法人たんぽぽの家 エグゼクティブ・�

ディレクター
口石　和人　15周年ゴールドコンサートグランプリ受賞者

　今回は思いもかけないコロナという異常事態に見舞われた大会となって、場内は無観客。出場者も韓国から
のチャン・ソンビンさん。熊本のグループ、もふもふさん。兵庫の神吉みちるさんが、残念ながら出場して頂
けなくなりました。それでも、場内のわずかな関係者やバンド仲間達だけでも、次第に盛り上がって、最後は
とても充実したコンサートになったと思います。
　澤佑哉さんの本格的なクラシック歌唱から始まって、西濱優衣香さん、EiJuNさんのオリジナル楽曲による
ピアノと歌の対決。チクタックと言うグループのパンキッシュな演奏。5組目は中国出身の楊雪元さんによる
「百鳥引」と言う楽曲。これがアッと驚く本格的な中国笛で、まさに100羽の鳥が戯れ遊ぶかのような完成度の
高い世界にびっくり！。最後はJAHLIさんのレゲエ・ラップで、ジャマイカでレゲエを演奏していたと言う、
まるで太陽のように優しく暖かい歌とパフォーマンス。結果JAHLIさんの「みんなが太陽」が優勝。初めはひ
んやりと心細かった会場が、最後は実にポカポカと暖かくなったものでした。どうぞ来年は、この悪夢のよう
なコロナのパンデミックが収まって、第18回のゴールドコンサートが、無事に行われることを心から願ってい
ます。本当にありがとうございました。

　第17回ゴールドコンサートにご出演の皆さん、お疲れ様でした。今でも出演者全員の印象がはっきりと残っ
ています。
　皆さんは盲目の歌手レイ・チャールズの歌を聞いたことがありますか？じゃあスティービー・ワンダーはど
うですか？彼等は僕の尊敬する二大シンガーです。ではイツァーク・パールマンのヴァイオリンはどうですか？
彼は車椅子に乗ったままヴァイオリンを弾くのだけれど、僕は彼の演奏なら何時間でも聴いていたいと思えます。
この三人は僕の憧れの音楽家です。彼等の演奏や歌、そして作った音楽にはどこかしら共通点があるように思
えます。手で触れられそうなありありとした心を感じるのです。本物だと感じられる音楽は、ジャンルも人種
も問いません。そして音楽の中では、皆んなが自由で平等なんだと感じられるものです。今回のゴールドコン
サートの中にも、僕は「本物だ」と感じる瞬間が何度もありました。熱演をありがとう。またどこかで再会を
果たしましょう。

作曲家・舞台音楽家　　宮
みや

川
がわ

　彬
あき

良
ら

審 査 員
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　協賛者よりメッセージ　

　協賛者よりメッセージ　

株式会社フォーシーズ
取締役副社長　佐

さ

久
く

間
ま

 正
まさ

行
ゆき

三菱商事株式会社　サステナビリティ・CSR部�社会貢献チームリーダー
　　マイケル・ラガウスキー

■補助事業
公益財団法人JKA

■後援
厚生労働省
文部科学省
東京都
千代田区
社会福祉法人NHK厚生文化事業団
社会福祉法人視覚障害者支援総合センター
全国自立生活センター協議会
全国特別支援教育推進連盟
社会福祉法人鉄道身障者福祉協会
一般社団法人日本筋ジストロフィー協会
公益社団法人日本フィランソロピー協会

■協賛＜企業・団体＞
有限会社エフ・エム・ジー
公益財団法人オリックス宮内財団
関西学院大学
キッコーマン株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社
国際ソロプチミスト川崎
コニカミノルタジャパン株式会社
株式会社コヤマドライビングスクール
株式会社第一興商
第一生命保険株式会社
大同生命社会貢献の会
東京西ロータリークラブ
日本信号株式会社
ノーベルファーマ株式会社

パイオニア株式会社
株式会社フォーシーズ
有限会社フジオート�FUJICON
株式会社まぐまぐ
三菱商事株式会社
Meiji�Seika�ファルマ株式会社
株式会社森技報堂
株式会社モンベル
公益財団法人友愛
株式会社リィツメディカル
医療法人和楽会

　第17回ゴールドコンサートのご成功、誠におめでとうございます。今回はコロナ禍での開催ということで、
日本バリアフリー協会を中心とした運営の皆様、また出演者の皆様には大変なご苦労があったと思いますが、
それを乗り越えオンライン配信という形で実現されたことに、何よりも強い感銘を受けました。本戦に出場さ
れた皆様、また惜しくも本戦に出場できなかった方々にとっても大変貴重で素晴らしい開催だったと思います。
これからも力強く活動されていくことを確信させるものでした。
　私ども株式会社フォーシーズは、2008年に開催された第5回ゴールドコンサートより協賛として参加させて
頂いています。日本バリアフリー協会の「障がい者も一員として社会に貢献する」というビジョンに共鳴し支
援を続けており、これからも微力ながらお手伝いを続けていければ甚幸です。
　2021年は東京オリンピック、パラリンピックも予定されています。貝谷代表を中心とした日本バリアフリ
ー協会の今後の益々のご活躍を祈念して、ご挨拶に代えさせて頂きます。

　この度は第17回ゴールドコンサートのご成功、誠におめでとうございます。
　今年度は新型コロナウィルス感染拡大の中で中止になるイベントが多い中、初のオンライン開催に挑戦し見
事大成功を納め、障がいのある方々に音楽で人生を切り開いていく貴重なチャンスを作って頂きました。何が
あってもあきらめない、知恵と工夫で乗り越えていく力こそコロナ禍の今を切り開く原動力だと、コンサート
の中で改めて感じることが出来ました。
　三菱商事はこのゴールドコンサートを2018年から支援させて頂いておりますが、2019年には弊社が取り組
む障がい者スポーツ応援プロジェクトの紹介や所属選手のメッセージを貝谷代表自らコンサート会場で皆様に
お伝え頂きました。音楽とスポーツは親和性が高く、見る者を元気にするという共通点があります。今後もご
一緒していくことで社会を元気にするお手伝いが出来れば嬉しく思うと同時に、本コンサートが今後も継続そ
して発展されますことを心よりお祈り申し上げます。
　最後になりますが、コンサート運営にご尽力頂いたスタッフ・ボランティアの皆様にも心より御礼を申し上
げます。有り難うございました。

協力者の皆様①
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出 場 者

■協力＜企業・団体＞
株式会社エイチ・アイ・エス	　　　　
ユニバーサルツーリズムデスク

関西学院同窓会東京支部
江南障害者福祉館Active	Art
クレセント経営研究所
渋谷ズンチャカ！
NPO法人サポートセンターケントミ
一般社団法人	障がい者自立推進機構
パラリンアート運営事務局

スポーツニッポン新聞社
東京スクールオブミュージック&ダンス
専門学校

東京スクールオブミュージック専門学校
渋谷

東京ダンス&アクターズ専門学校
NPO法人とっておきの音楽祭
富沢印刷株式会社
公益財団法人日本ケアフィット共育機構
NPO法人日本バリアフリー政策研究所
パンローリング株式会社
株式会社フジテレビジョン
株式会社ブラザーフッド・アンド・　
カンパニー

株式会社0段差
株式会社メディカルフォーラム
めびうすのWA
六本木ふるめん

■協力＜個人＞
新居	倫子	 伊藤	毅志
浦田	泉	 加藤	進昌
公ちゃん	 久保木	富房
佐々木	司	 清水	千佳代
塚田	敏夫	 恒藤	晃
永田	啓子	 西川	將巳
坂内	恵子	 坂内	智也
福島	浩太	 村上	みな子
森	昭弘	 山中	洋子
吉井	勇	 吉崎	英雄

	 他　匿名希望5名

受 賞 結 果

グランプリ（日本信号賞）

演奏賞（三菱商事賞）

観客賞（関西学院大学賞）

特別審査員賞（フォーシーズ賞）

JAHLI ／ 東京【肢体】「みんなが太陽」
副賞：音楽活動支援金30万円、ピザーラプレゼントチケット10枚

（株式会社フォーシーズ、以下同様）　　　　　

楊　雪元 ／ 京都【視覚】「百
ひゃくちょういん

鳥引」
副賞：�ピザーラプレゼントチケット10枚
　　　ワイヤレスネックスピーカー（パイオニア株式会社）

チクタック ／ 佐賀【精神、視覚、知的、発達】
　　　　　　　　「セイゾンモノガタリ」
副賞：�ピザーラプレゼントチケット10枚
　　　トライパック45（株式会社モンベル）

EiJuN ／ 三重【精神】
　　　　　「マンツーマン～ムササビ山から～」

西濱 優衣香 ／ 兵庫【発達】「誓い」

副賞：�ピザーラプレゼントチケット10枚
　　　�マイク付きアクティブスピーカー
� （パイオニア株式会社）　　　

澤 佑哉 ／岐阜【発達】「Lascia�ch’io�pianga」
西濱 優衣香 ／兵庫【発達】「誓い」
EiJuN�／三重【精神】

「マンツーマン～ムササビ山から～」

チクタック�／佐賀【精神、視覚、知的、発達】
� � 「セイゾンモノガタリ」

楊 雪元�／京都【視覚】「百鳥引」
JAHLI�／東京【肢体】「みんなが太陽」

＜決勝大会欠場＞

　もふもふ
� � ／熊本【内部、精神、発達】「天

あっぱれ
晴」

　神吉 みちる （決勝大会欠場）
  ／兵庫【精神】「Screen�Life」

　チャン・ソンビン（決勝大会欠場）
� � �／韓国【知的】「アリラン」

協力者の皆様②



6

　コンサート当日はしっかり歌いきれるかどうか気
になり、とても緊張していました。普段はレゲエが
好きな仲間が集まる場所なので違った緊張がありま
すが、ゴールドコンサートはレゲエに馴染みのない
方も多く「自分のパフォーマンス＝レゲエ」となっ
てしまうという思いと、同時に知らない人にこそ思
い切り楽しんでもらいたい！と感じたからです。
　本番の舞台に立った時は隣にギターのケンロウさ
んがいてくれたので安心感はありましたが、演奏が
始まるまで緊張は最高潮でした。
　音楽が始まると歌に夢中になれ、あっという間で
した。歌い終わ
りの辺りで客席
の皆さんの身体
が揺れているの
が見え、レゲエ
の楽しさを皆さ
んに伝えられた
のかなと感じ、
嬉しい気持ちに
なりました。

今後の展望や活動予定を教えて下さい。２
　今後は音楽で身を立てるためこの賞を糧に作詞作
曲に励んでいきたいと思います。
　今までのようなライブ活動が容易に出来ず、音楽
のあり方も変わって来ますが、様々な形で皆さんと
音楽でつながっていきたいと思いますので、
FacebookやInstagram等SNSをぜひチェックし
てみてください。

最後に一言お願いします。３
　今回この様な賞をいただき自分自身が一番驚いて
います。
　いつも応援してくれている家族や仲間たち、会場
やネット配信で聴いてくれたお客様、サポートして
くださった事務局の方々に心から感謝いたします。
　グランプリを受賞し、ゴールドコンサートに勝ち
上がるまでお世話になった神戸、沖縄、東京で応援
してくださった皆さんに少しでも報いることができ
たなら嬉しいです。
　ありがとうございました！

ゴールドコンサートの感想をお聞かせください。１

出場者の声

　　グランプリ

J
ジ ャ リ

AHLI

© 川津貴信© 川津貴信

© 安澤剛直© 安澤剛直

© 安澤剛直© 安澤剛直
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　スタッフの皆様、ボランティアの皆様には至れり尽くせりの対応を
していただき、本当にお世話になりありがとうございました。お陰様
で本番では、普段より何倍も上手く演奏出来ました。　審査員の先生
方からも、予想以上の高い評価をいただき、心から感謝しています。
　コロナの影響で、ほぼすべての演奏の仕事が延期、中止となりました。

　まず思ったのは、ボランティアの方がとても優しく親切に接して下
さったことです。司会の方にどんなことを聞いて欲しいのかを事前に
確認して下さって、とても安心して挑むことができました。

皆様の温かい対応とお褒めの言葉は、私の心の支えとなり、今後も努力していく力になりました。
　本当にありがとうございました。これからもよろしくお願い申し上げます。

今後の展望や活動予定を教えて下さい。２
第14回　蓮昇二胡楽団コンサート
　日　時　2021年5月23日14:00開演
　場　所　ドーンセンターホール　大阪男女共同参画・青少年センター
　入場料　2,500円(全席自由)
　私は、歌・笛・キーボードの演奏をさせていただきます。コ
ロナ禍において、演奏の予定も立てにくい現状です。コロナに
感染しないように、元気でいることが一番大切なことと思いま
す。コロナが終息後、いつでも演奏ができるように、日々の練
習を頑張っていきたいと思います。

最後に一言お願いします。3
　ゴールドコンサートの益々のご発展を祈願しております。

今後の展望や活動予定を教えて下さい。２
　普段自分はボーカロイドで曲を作ってYouTubeやネッ
トに投稿しているので、もっと積極的に発信していきたい
なと思います。DJなどにも挑戦したいなと思っています。

最後に一言お願いします。３
　また成長して東京国際フォーラムのステージに立てるよ
うに頑張ります。

ゴールドコンサートの感想をお聞かせください。１

ゴールドコンサートの感想をお聞かせください。１

出場者の声

　演奏賞

　観客賞

楊
よう

　雪
せつ

元
げん

チクタック　
（リーダー：横尾直駿より）　

© 川津貴信© 川津貴信

© 安澤剛直© 安澤剛直

© 安澤剛直© 安澤剛直

© 安澤剛直© 安澤剛直



8

　まず、素敵な会に呼んでいただきありがとうございます。一泊二日
の旅でしたが、これ以上はないくらい楽しめました。そして、発表曲
についてですが、一曲で、自分の持てる能力の全てを表現する難しさ
を知りましたし、また普段地元で活動している音楽との違いを感じる
こともできました。

　「音楽には境界がない」と思いました。ゴールドコンサートは障が
い者の芸術コンテストですが、素晴らしい音楽は障がいのあるなしに
関わらず素晴らしいのです。それを東京国際フォーラムという場で味
わう事ができ感動しました。

今後の展望や活動予定を教えて下さい。２
　これからのことは、出しきった感のある今には、あまり
考えられないのですが、普段の生活を取り戻し、音楽と生
活とのバランスを整えたいです。

最後に一言お願いします。３
　また自然と生まれてくる音楽がいいものであれば、エン
トリーをリトライしてみたいです。重ねてありがとうございます。音源で提出したときと色々と状況が変わっ
てしまいご迷惑をおかけしてすみませんでした。

今後の展望や活動予定を教えて下さい。２
　私は4月には音楽大学4年生になり進路を考える時期です。普段から発達障がい・知的障がいその他の障が
い等困りごとがある子を受け入れてくれるピアノ教室（音楽教室）があまりないと聞いてきました。障がいや
困りごとが理解されず心無い言葉を浴びせられることもあ
るそうです。ならば同じような思いをしてきた私が一人一
人の子に合わせた教室を作ればいいと考え、昨年の12月
（今はコロナ禍なので）まずはオンラインで教室を開講し
ました。またピアノ演奏に呼んでもらう機会や作曲依頼を
受けることも増え演奏家・作曲家としても頑張っていこう
と思っています。日々新しい曲を作り続けています。

最後に一言お願いします。３
　最後に当日は大変お世話になりました。そのうえ特別審査員賞という素敵な賞まで頂け、これからの音楽活
動の励みになっています。

ゴールドコンサートの感想をお聞かせください。１

ゴールドコンサートの感想をお聞かせください。１

出場者の声

　特別審査員賞

　特別審査員賞

E
エ イ ジ ュ ン

i JuN

西
にし

濱
はま

 優
ゆ

衣
い

香
か

© 川津貴信© 川津貴信

© 川津貴信© 川津貴信

© 川津貴信© 川津貴信

© 安澤剛直© 安澤剛直
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　沢山のスタッフの方々にお世話になり、通常では経験ができない素
晴らしい会場で演奏
させていただきまし
たこと、心よりお礼
申し上げます。主に

自身が作詞作曲した作品を演奏する場であることを感じました。

今後の展望や活動予定を教えて下さい。２
　マルチな芸術家を目指しつつも、主は声楽家（バリトン）
になる為に、音楽家として幅広い知識を身に付けていきたい
と思います。　　あおによし音楽コンクール出演者コンサート　3月7日大阪
　　　　　　　　あおによし音楽コンクール受賞者演奏会（表彰式）　3月21日奈良

最後に一言お願いします。３
　貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。

　当日は、野田聖子衆議院議員、NPO法人サポートセンターケントミより祝電をいただきました。

ゴールドコンサートの感想をお聞かせください。１

澤
さわ

　佑
ゆう

哉
や

出場者の声

© 安澤剛直© 安澤剛直

© 安澤剛直© 安澤剛直

© 安澤剛直© 安澤剛直

司会者

© 安澤剛直© 安澤剛直

審査員

© 川津貴信© 川津貴信

表彰式の様子

──　・　──　・　──　・　──
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♪　ゲストよりメッセージ

笙
しょう

 Y
ゆ う

UU
　ゲスト出演と言うことで、昨年のことを考えると心に余裕が生まれた
ような気がします。
　ただ今回はコロナの影響もあり、新幹線で向うのにも心して行きまし
た。会場に着いてからもどこへも出かけられず、出演の順番をただ待っ
ていると言う感じでありました。
　曲は、毎年開催される南三陸町の篝火まつりをイメージして、新たに
作曲した曲で、燃え上がる炎、篝火をイメージした曲です。今年は震災
から10周年と言う節目の年でもあり、鎮魂の意味も込めて演奏しました。
こんな形で少しでも応援できれば幸いです。
　コロナの影響でスタッフの皆様本当にご苦労様でした。関係者の皆様
ありがとうございました。ゴールドコンサートの様な機会が数多くでき
ればいいなと思います。そして、今後のゴールドコンサートの開催が世

の中に大きなステータスとなって更に光輝きますように心から願っております。
　ありがとうございました。

第17回ゴールドコンサート決勝大会での感染症対策の実施

　今回の第17回ゴールドコンサート決勝大会の開催にあたり、現在の

新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、マスクの着用やソーシャル

ディスタンスの確保など、感染症対策を実施しました。

●決勝大会
■特別ゲスト
木田�俊之

■ゲスト
笙YUU（第16回ゴールドコンサートグランプリ）

■司会
村松�加王里
葛飾ふとめ・ぎょろめ

●九州予選大会
■ゲスト
ヤブキング（第13回ゴールドコンサート歌唱・演奏賞）
■司会
斎藤�日登美

●関西予選大会
■ゲスト
口石�和人（15周年ゴールドコンサートグランプリ）
■司会
武庫川女子大学学生ボランティア3名

特別ゲスト・ゲスト・司会

© 川津貴信© 川津貴信
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♪　ボランティアメッセージ

三
み

浦
うら

　睦
むつ

子
こ

新
あら

井
い

　啓
けい

介
すけ

　ゴールドコンサートのボランティアは今回が3回目。ずっと誘いたいと思っていた友人と
ともに参加しました。個人として発達障がいの方と関わることはありますが、身体や内部、
知的の方をサポートする機会は少ないので貴重な体験の場。ボランティアなんて言っていま
すが、こちらが“経験させていただく”のが正しい表現なのです。
　出演者の皆さんはとにかく素敵です。音楽が大好きで、仲間が大好きで、サポートしてく
れる人への感謝の気持ちが溢れていました。地方大会を勝ち抜いてきた実力者揃い。好きな
ことが見つかって打ち込める毎日を過ごされている様子に、人の可能性というのはハンディ

キャップの有無ではなく「自分の意思」によるものだと痛感させられます。そしてどんな状況においてもベストを尽
くす、自分が今やれる精一杯のことをやるだけ、ということの尊さを学びました。
　「自分の置かれている状況を当たり前と思わず、もっと“できること”に集中しよう。」
　「相手の一歩先を考えて、言葉をかけたり行動できるようにしよう。」
　感じたことを実行に移していきたいと思います。

　今回はゴールドコンサートに参加させて頂き誠にありがとうございました。
　私自身学校の清掃や草むしり、委員会での校外イベントの裏方スタッフなど、ボランティ
アチックな物はやって来ましたが、年齢もまばらで体格も性格も全然違うのに、ゴールドコ
ンサートを成功させる目的だけの為に一心になって頑張ったのは初めてです。
　私の担当は舞台準備。沢山の人がとにかく物を運び、組み立てる。ひたすらカーテンのよ
うなものを棒に結んでは上げて結んでは上げて…
　そのあとは掃除をしました。掃除機で木くずやホコリを片っ端から綺麗にします。

　そのあとは二手に別れて演目に添った舞台上の物資移動担当と出場者案内及び椅子設置などありました。
　演目が終わったら朝作ったものを全て取り払う作業がありました。
　個人的に大変そうに見えますが、実際はそうでもありませんでした。沢山の方が少しづつ協力して、時には手の空
いている人が手伝ったりもして下さるので寧ろ個人的には働き足りないくらいでした。
　ほぼずっと舞台裏にいたので他の方々もご紹介します。
　舞台をずっと気にかけてくださった副リーダーの方々や演出のためにずっと舞台裏で待機してくださってる方々、
モニターを見てずっと気にかけてくださった方々、客席側で見るからに大変そうなことをしてくださってる方々、そ
してこのご時世の中勇気を持って来てくださった出演者さんと並んで沸かせてくださる司会さんと手話さん…ざっと
あげるだけでも物凄い沢山の方々が力を合わせてゴールドコンサートが成功するのです。
　私も衝動に駆られてついついどうすればより良くなるのかなんて考えて、ずっと細かく椅子の配置について副リー
ダーと話してしまう程でした。
　正直朝から夜までのボランティアには精神的に骨が折れましたが、私はゴールドコンサートのスタッフとして丸一
日務めることができたことをとても光栄に思います。
　とても良い経験になりました。皆様ありがとうございました。そして、お疲れ様でした。

決勝大会
＜企業・団体＞
大同生命保険株式会社
東京スクールオブミュージック

＆ダンス専門学校
東京スクールオブミュージック

専門学校渋谷
東京ダンス＆アクターズ専門学校
三菱商事株式会社

九州予選大会・関西予選大会
大木	聖薫
関	利雄
高田	弘治
辻	伸之
中村	辰男
吉井	康雄
大同生命保険株式会社の有志
三菱商事株式会社の有志
武庫川女子大学の有志

希望者のみ掲載させていただきま
した。

＜個人＞
新井	啓介
Ann
五十嵐	悠菜
伊藤	香苗
上村	あかり
梅	明子
江口	夏鈴
江本	美佳
加藤	稔
川野	信太朗
岸本	美鈴
蔵野	知子

小林	麻子
佐々木	恵理
澤田	健太郎
白田	梨里愛
白戸	美友
鈴木	里美
施	偉濂
瀬戸	七実
大門	正之
鷹谷	星弥
竹浦	由恵
垂見	麻衣
十島	典弘

中尾	真実
中山	真佳
名村	有里子
バクジョガ
林	睦美
平田	征一郎
藤井	菜奈
古谷	和俊
森田	真
矢野	理惠子
柳瀬	一也
吉田	満

運営ボランティア
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♪　　実行委員メッセージ

大
おお

木
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谷
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　私は、ゴールドコンサートに第7回から携わっています。
きっかけは、「縁」でした。
　私自身、先天性の右片麻痺があり、手術のため入院した際、同時期に入
院していた方がゴールドコンサートの実行委員でした。退院後、その方の
はからいで、日本バリアフリー協会の貝谷嘉洋氏に会う機会があり、ゴー
ルドコンサートの社会的意義や懸ける想いを伺い、共感し、協力してみた
いと思いました。健常者とばかり係っていた軽度の障がいがある私にとって、
それは新しい扉の開く音がした瞬間でした。この10年を通し、様々な方と
関わりを持つことで、自分の価値観の裾野が広がったことと思っています。

　私の役割は、様々な人の架け橋となり、この素晴らしいゴールドコンサートを社会に伝えることだと思います。
コンサートを続けることで、障壁のない本当の意味でのバリアフリーな社会に一歩でも近づければよいと望みます。

　出来ない事ばかり考えて、周りの顔色を窺うよりも、自分
に出来る事、やりたい事を思い描き、前を向いて行動を起こ
すことが大切。初めてゴールドコンサートを拝見した時、頬
を叩かれた様な衝撃を受けた事をよく覚えています。
　目に見えるバリアは、いつか誰かが壊してくれるかもしれ
ない。けれど、自身の心のバリアは自身でしか破れない。

　貝谷様から声をかけて下さった時、いつもの弱気の虫を抑え込み、勇気を出して参加させて頂きました。悪
戦苦闘しながらも、受賞者の方々に心を込めて、大切に賞状を口筆で書かせて頂いております。
　私はいつも客席で拝見させて頂いておりますが、舞台上にあるのは、本当に生き生きとしていて、純粋に音
楽を楽しむ姿だけです。ゴールドコンサートは、全ての方が誇りを持って作り上げる「フィールドオブドリー
ムス」だと思います。
　末筆で恐縮ですが、私が実行委員として参加出来るのも、貝谷様をはじめ皆様のサポートによるものと深く
感謝いたしております。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

　大木聖薫さん、棒谷愛子さんには、第7回ゴールドコンサートより、実行委員としてご協力いただ
いています。2020年9月に開催した実行委員会にて感謝状と記念品を贈呈しました。

実行委員長� 貝谷�嘉洋　　NPO法人�日本バリアフリー協会 代表理事
委　　　員 安藤�貴子 小泉�華生理� 関口�京子 中村�公一 藤田�恭輔 明神�まりあ

伊藤�智子 小酒�真由子 関本�友紀 中村�辰男 藤田�拓哉 村田�奈奈
植田�誠 小西�明宏 相馬�優一郎 西口�久美子 棒谷�愛子 村松�加王里
大木�聖薫 斎藤�日登美 十川�奈美子 丹羽�真規 細沼�浩太 矢嶋�志穂
大山�絲子 佐竹�秀克 高野�康子 布川�清彦 堀�隆三 山崎�等
織田�友理子 嶋川�史剛 田中�裕美 半田�朋美 堀越�美江 山本�真也
川越�卓斗 下村�大介 田村�勝久 廣田�純也 松繁�卓哉 渡邉�武晴
川崎�布美子 鈴木�雅弘 寺田�雅美 福島�浩太 三田�隆広
北川�知彦 須藤�貴士 中根�克 福島�敏子 宮下�あけみ

事　務　局 高橋�純代�／�後藤�エリカ�／�荻田�晃宏�／�諏訪間�裕子�／�山口�香菜
主　　　催 NPO法人�日本バリアフリー協会

実行委員会
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　第18回ゴールドコンサート決勝大会（2021年11月6日（土）／東京国際フォーラム�ホールC）の運営を有
志でお手伝いいただける方を募集しています。昨年の第17回ゴールドコンサートコンサートでは、学生から社
会人の方まで様々な方にご参加いただきました。

●実行委員（随時募集）
ゴールドコンサートの事前準備から参加いただける方。企画、告知宣伝、当日運営など主導的役割を務め
ていただきます。

●ボランティア（2021年夏ごろ募集開始予定）
コンサートの運営を有志でお手伝いいただける方。事前準備、事前説明会、当日運営にご参加いただきます。

詳細は下記までお問合せください。

NPO法人日本バリアフリー協会
TEL�:�03-5215-1485�／�FAX�:�03-5215-1735
E-mail�:�info@npojba.org�／�URL：http://www.npojba.org

■制作協力
アートディレクター：STUDIO�e.k
印　　刷：協友印刷株式会社、�株式会社森技報堂
舞台製作：�中村 公一（株式会社クリエイティブ・アート・スィンク）
総合演出：伊藤 隆由希（株式会社サイドエー）
舞台監督：今井 東彦（株式会社ヘッドロック）
音　　響：�株式会社トレジャーアイランドコーポレーション
照　　明：株式会社クリエイティブ・アート・スィンク
映　　像：株式会社イカロス
進行美術：飯田 淳之
文字通訳：PC字幕[Flex]
手話通訳：�一般財団法人�トライアングル金山記念聴覚障害児教育財団

（旧 聴覚障害児と共に歩む会・トライアングル）
写真撮影：AnzPhoto　川津�貴信
ホームページ制作：�北條�菜津子（ノースサイン合同会社）�

株式会社あしか
ナレーション収録：株式会社USEN

■感謝状贈呈
矢島 幹也（東京西ロータリークラブ2020年～2021年度会長）
パイオニア株式会社
工藤 由美（審査員、音楽ジャーナリスト）

■受賞者へのプレゼンター
久保 昌宏（日本信号株式会社　取締役常務執行役員）
マイケル・�ラガウスキー（三菱商事株式会社 サステナビリティ・

CSR部�社会貢献チームリーダー）
佐久間 正行（株式会社フォーシーズ　取締役副社長）
山中 英雄（関西学院同窓会東京支部　支部長）　

■花束贈呈
渡邉 葉子（国際ソロプチミスト川崎　会長）

■当日取材マスメディア
スポーツニッポン新聞社

第18回 ゴールドコンサート
実行委員・ボランティア募集

制作協力・プレゼンター・メディア

© 川津貴信© 川津貴信

© 川津貴信© 川津貴信

© 大高英樹© 大高英樹

過去に開催されたゴールドコンサートの様子
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視聴者アンケート結果視聴者アンケート結果

収支決算書
収 入 の 部
団体助成金 ¥10,306,662
企業協賛金 ¥5,000,000
個人協賛金 ¥1,555,000
昨年繰り越し ¥141,943
　合　　　計 ¥17,003,605

支 出 の 部
会場賃借料 ¥3,562,547
舞台製作費 ¥3,008,027
旅費交通費 ¥1,296,814
通信運搬費 ¥104,895
印刷費 ¥1,654,411
事務用品費 ¥349,700
チケット手数料 ¥47,678
事務人件費 ¥3,781,352
映像制作費 ¥1,220,800
インターネット生配信 ¥393,800
保険料 ¥17,809
著作権料 ￥6,900
謝　金 ¥442,000
ＨＰ制作 ¥972,700
　　合　　　計 ¥16,859,433
　　収 支 差 額 ¥144,172

19歳以下
5%

20代
6%30代

17%

40代
11%

50代
11%

60代
44%

それ以上
6%

n=18

1．年齢

深まった
50%

とても
深まった
50%

n=18

6�．障がい者の社会参加の必要性に対する理解

会場が
良かった
19%

知人からの紹介
38%

趣旨に
賛同して
27%

大学の講義の
１つとして
4%

知人が
出場する
12%

n=26

5．視聴の理由（複数回答可）

ホームページ
9%

ポスター・
チラシ
4%

友人・知人
64%

大学の講義
5%

SNS・
その他

外部サイト
9%

まぐまぐ！
特設サイト
9%

n=22

4．視聴のきっかけ（複数回答可）

はじめて
78%

3回目
11%

無回答
11%

n=18

3．視聴（過去の来場含む）回数

ご意見・ご感想
◦�初めてゴールドコンサートを視聴したのですが、
楽しかったです。様々な音楽・表現方法で私自身、
音を楽しめました。是非次は会場で出演者の方々
が奏でる生の音を聞くことができたらなと思いま
す。また、スタッフの方・会場の雰囲気を体感で
きたらなとも思いました。
◦�今後の開催も楽しみにしています。
◦�中国笛すごすぎた
◦�このご時世の中、大変気持ちが明るくなりました。
もっと、このコンサートが広く知られるといいと
思いました。わたしも最近知り、初めて拝見しま
したが、とても皆さん輝いていて素敵でした！
◦�皆さん、とても素晴らしい演奏でした。自分の心
が洗われるような思いで聴かせてもらいました。
ありがとうございました。
◦�対面の生演奏が聞けないのは残念ですがリモート
配信ライブは家で聞いて応援出来て�非常に良か
ったです。

障がい者の家族
5％
障がい者の
介添者

（家族を除く）
6%その他

障がい者の
関係者
28%

障がい者
普段とくに
関わりはない
56%

障がい当事者
5％

n=18

2．障がい者との関係
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ご意見・ご感想
・�今回は無観客のため、会場案内の仕事も少なく、
お力になれる部分が少なかったと思います。様々
な障がいがあるなか、できないことにこだわる
のではなく、できることを楽しみ伸ばしていく
生き方、簡単なことではないと思いますし、そ
うありたいと思いました。各種イベントを早く
開催できるように、自分達が感染を拡大させな
い努力が必要だと改めて思いました。
・�大規模な企画・運営をうまく分業されて、手際
よくマネジメントされていた。
・�今回はコロナ禍で大変な中、運営の方もお疲れ
様でした。会場も広く大変な中とても貴重な体
験が出来ました。リーダーの人柄の良さもあり
とても楽しく活動出来ました、ありがとうござ
いました。
・�今回は無観客で仕事が少なかったけど色々な所
を見られて楽しかったし、また参加したいです。
・�チーフ/サブチーフのきめ細かい指示や気さく
なお声掛けのお陰で気持ち良く参加できました。
ボランティア活動に加え、コンサート鑑賞や舞
台裏見学など大変貴重な経験が出来ました。
・�障がい者の音楽のメッセージ性に驚きました。
また、その鍛錬や集中にも驚きました。次回も
機会があれば是非聞きたいです。
・�すごく楽しかったです。普段経験出来ない裏方
の仕事をやらせて頂いてすごく勉強になりまし
た。

ボランティアアンケート結果ボランティアアンケート結果

とても
深まった
61%

深まった
33%

深まらない
6%

n=66
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14%
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11%
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24%
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その他
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n=66

5．参加のきっかけ

出場者
15%

警備・駐車場
8%

本部
6%

VIP
8%

舞台監督付
27%

プレス
4%

総合演出付
4%

衛生対策
11%

会場内
案内
17%

n=66

4．役割（係）

はじめて
71%

3回目
6%

それ以上
21%

2回目
2%

n=66

3．参加回数
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15%
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27%
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11%
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27%

40代
14%

60代
6%

n=66

1．年齢
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80%

障がい当事者
12%

その他
障がい者の
関係者
5%

障がい者の
家族
3%

n=66

2．障がい者との関係
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＜募集要項＞
障がいをもつ方で、音楽又はダンス等のパフォーマンスをする方

＜ゴールドコンサートとは＞
障がい者に音楽やダンスで表現する機会を提供し、競い合う中でその技術・表現力を高めてもらうことに
より、障がい者の能力や可能性の高さを広く知らしめる国際的な舞台芸術コンクールです。
国内および海外から選抜された約10組のパフォーマーが、東京国際フォーラムホールC（最大1,502席）で、
音楽やダンスを披露しグランプリを目指します。
審査員長には湯川れい子氏をお迎えし、20年に渡る活動の中でメジャーデビューを実現するなど、プロ
を複数輩出してきました。

　応募期間�� 2021年3月8日（月）～ 2021年5月5日（水・祝）【必着】
　応募資格�� 障がいを持っていること。障がいの種別不問。
　　　　　　　グループの場合、メンバーのうち障がい者が主な役割を占めていること。
　　　　　　　プロ／アマ、ジャンル、性別、年齢、住所、国籍不問。
　審査基準�� 音楽性・表現力・完成度の高さ
　　＜エントリー＞　※両部門に応募可
　　・オリジナル・カバー部門　　　　音楽・ダンス等のパフォーマンス1作品（5分以内）
　　・カラオケ部門（今回より新設）　 歌声のパフォーマンス1作品（5分以内）
　　　※全国のカラオケビッグエコーでも歌って応募が可能！（DAM★ともへの会員登録が必要になります）
　応募方法�� �ネット応募フォームもしくは、応募用紙をメールまたは郵送。詳細はゴールドコンサート
　　　　　　　ホームページへ。　
　　注意事項

◦�メンバー、応募作品、編成、介助者人数等は、2021年11月6日（土）に開催される第18回ゴールドコンサート決勝
大会（東京国際フォーラム）まで変更できません。
◦�決勝大会出場にかかる日本国内での交通費は、出場者については主催者が支給（一部対象外あり）、同行介助者について
は一部支給します。
◦�ホームページに掲載されている出場者募集要項を必ずご確認ください。
◦�バリアフリー会場の選択、ホームページのアクセシビリティ、手話通訳、パソコン文字字幕、点字、音声読み上げ対応
などの情報保障、時間的配慮、その他障がいの特性に応じた合理的な配慮を提供しています。

第18回 ゴールドコンサート決勝大会

　日　時：2021年11月6日（土）
　会　場：東京国際フォーラムホールC（最大1,502席）

応募・お問合せ

NPO法人日本バリアフリー協会
〒102-0093東京都千代田区平河町1-7-16-801
TEL：03-5215-1485���FAX：03-5215-1735���E-mail：entry@npojba.org
ゴールドコンサートホームページ：https://gc.npojba.org

個人情報の取り扱い：応募用紙に記載されている内容はゴールドコンサート、およびその関連事業に必要な範囲
内で利用し、他の目的には使用しません。
　※主催者の都合により、一部要項が変更される場合があります。

第18回 ゴールドコンサート 出場者募集
～障がい者の国際舞台芸術コンクール～
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女 性 に よ る 女 性 と 女 児 の た め の 支 援 組 織

国際ソロプチミスト川崎は認証40周年を迎えました

奨学金と支援等のお問い合わせはホームページより　http://si-kawasaki.net

国際ソロプチミスト川崎は
女性による国際的ボランティア団体

国際ソロプチミストは
国連の経済社会理事会の協議資格を持つNGOです。

志をもって学ぶ女性と女児のキャリアアップを支援します。

木製ベンチ奉納之証授与式

福田紀彦川崎市長に寄付金贈呈

記念寄付・川崎市へ、川崎大師へ
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