
 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2013 報告書  

医療福祉をテーマに、踊るだけでなく学べるイベント

 

2013 年 7 月 6 日（土） 

＠渋谷 club asia 

 

医療福祉をテーマに、踊るだけでなく学べるイベント 

『SOCiAL FUNK!』 
 

 



    CONCEPT 
 

3 年ぶり 3 回目の今回は、『insideout』をテーマに開催。

福祉業界の外側にいると思っている人にも業界のことが分かりやすく伝わるように、裏表ひっくり返して「現代の福祉とは？」をファンキーに噛み砕きます。ユニークな手

法で障がい者支援を繰り広げる新勢力や、2025 年に迎える高齢化問題を解決していくための福祉イノベーターが集結します。

トーク／ライブ／DJ／展示で、「福祉に興味があるけどよく分からない」、「全然興味ないけど音楽が好き！」、「福祉業界で働いているけど横のつながりがない」など、

どんな方にも楽しめる内容になっています。 

 

         About 『『『『SOCiAL FUNK!』』』』 

医療福祉をテーマに、踊るだけでなく学べる音楽イベント。

DJ／LIVE／TALK／展示など、テーマに沿ってあらゆる方面からスタイリッシュにアプローチ。

医療福祉に興味の薄い若者へ向けたメッセージを発信します。

 

     ▼過去開催履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[日時]： 2010 年 7 月 18 日 

[会場]： 渋谷 club asia 

[テーマ]： Know(≠no) more cancer 

[報告書]： http://www.ubdobe.jp/pdf_report/sf/phase01_ja.pdf

』をテーマに開催。 

福祉業界の外側にいると思っている人にも業界のことが分かりやすく伝わるように、裏表ひっくり返して「現代の福祉とは？」をファンキーに噛み砕きます。ユニークな手

年に迎える高齢化問題を解決していくための福祉イノベーターが集結します。

／展示で、「福祉に興味があるけどよく分からない」、「全然興味ないけど音楽が好き！」、「福祉業界で働いているけど横のつながりがない」など、

医療福祉をテーマに、踊るだけでなく学べる音楽イベント。 

／展示など、テーマに沿ってあらゆる方面からスタイリッシュにアプローチ。 

医療福祉に興味の薄い若者へ向けたメッセージを発信します。 

http://www.ubdobe.jp/pdf_report/sf/phase01_ja.pdf 

[日時]： 2010 年 10 月 31 日 

[会場]： 京都 西本願寺聞法会館 

[テーマ]： Know(≠no) more cancer 

[報告書]：http://www.ubdobe.jp/pdf_report/sf/SF_kyoto_report.pdf

福祉業界の外側にいると思っている人にも業界のことが分かりやすく伝わるように、裏表ひっくり返して「現代の福祉とは？」をファンキーに噛み砕きます。ユニークな手

年に迎える高齢化問題を解決していくための福祉イノベーターが集結します。 

／展示で、「福祉に興味があるけどよく分からない」、「全然興味ないけど音楽が好き！」、「福祉業界で働いているけど横のつながりがない」など、

http://www.ubdobe.jp/pdf_report/sf/SF_kyoto_report.pdf 



CONTENTS - LIVE&DJ 
 

メインステージではライブ演奏、２階フロアでは DJ と、イベント中には自然と身体が動いてしまう音楽がご来場者の気持ちを盛り上げました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVE 

● SOCIAL WORKEEERZ 

● サルサガムテープ 

● サカノウエヨースケ＆スパスパ 

メインステージでは、福祉施設や児童養護施設などでダンスパフォー

マンスを披露している「

梶原徹也さん（THE 

るバリアフリーロックバンド「サルサガムテープ」、そして、シンガーソング

ライターでありガイドヘルパーでもあるサカノウエヨースケさんらが

トを盛り上げました。観客のみなさんも、音楽やパフォーマンスに合わ

せて身体を揺らしたり、手を鳴らしたりして、会場の一体感を演出し

てくれました。 

DJ 

● Kuni Lopez 

● DJ Funnel 

● DJ CIELO 

2 階のフロアでは、

による幻想的なデコレーションの中、福祉学生らによる展示やライ

ブペイントも行われていて、

となりました。 

DJ ブースの前で踊ったり、イスに座ってゆっくりと音楽を楽しんだり、

ご来場者に合わせた楽しみ方が出来たのも

つ。メインフロアでの盛り上がりや長時間のイベントだったため、ほっと

一息つける落ち着いた空間となりました。

LIVE&DJ - 

と、イベント中には自然と身体が動いてしまう音楽がご来場者の気持ちを盛り上げました。

メインステージでは、福祉施設や児童養護施設などでダンスパフォー

マンスを披露している「SOCIAL WORKEEERZ」、かしわ哲さん＆

THE BLUEHEARTS）と知的障がい者らで構成され

るバリアフリーロックバンド「サルサガムテープ」、そして、シンガーソング

ライターでありガイドヘルパーでもあるサカノウエヨースケさんらがイベン

トを盛り上げました。観客のみなさんも、音楽やパフォーマンスに合わ

せて身体を揺らしたり、手を鳴らしたりして、会場の一体感を演出し

階のフロアでは、3 組の DJ が会場を演出。大島エレク総業さん

による幻想的なデコレーションの中、福祉学生らによる展示やライ

ブペイントも行われていて、DJ による音楽との融合も楽しめるフロア

ブースの前で踊ったり、イスに座ってゆっくりと音楽を楽しんだり、

ご来場者に合わせた楽しみ方が出来たのも 2 階フロアの良さの一

つ。メインフロアでの盛り上がりや長時間のイベントだったため、ほっと

一息つける落ち着いた空間となりました。 

と、イベント中には自然と身体が動いてしまう音楽がご来場者の気持ちを盛り上げました。 



CONTENTS - TALK - 

メインステージでは、福祉業界で活躍する方々と Ubdobe

真面目な福祉の話あり、ジョークを混ぜ入れた笑い話ありと、来場者も飽きることなく聞き入っていました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALK 

● 藤田英明（株式会社日本介護福祉グループ代表取締役会長）

☞ トークテーマ『地域密着福祉×国外輸出福祉』 

 
● 玉手拓海（株式会社ビーンズ CEO／障がい者ヘルパー）

☞ トークテーマ『障がい者支援？学生殺到！噂の楽し過ぎる

 

● 中浜崇之（介護ラボしゅう代表／スマイルサミット実行委員長）

☞ トークテーマ『介護福祉業界で働きながら、自らが発信媒体となる方法』

 

● 湯浅一也（株式会社 un. CEO）×桜庭太（株式会社

☞ トークテーマ『笑顔をデザインする美容集団の使命』 

メインステージで行われたトークのゲストは、福祉業界のイノベーターである

小規模デイサービス「茶話本舗」始め、介護・医療・福祉に特化したコンサルティング、訪問介護など幅広い事業を運営する『株式会社日本介護福祉グループ』の代表である

藤田さん。小規模多機能施設「ユアハウス弥生」の運営をする傍で、介護従事者が課題や解決法を話し合える場「もんじゅミーティング」を全国各地で開催している『

人もんじゅ』代表の飯塚さん。介護ヘルパーの事業所として「当事者の自立支援」と「ご家族の支援」の

手さん。福祉・医療従事者や医療福祉学生が現場のことや社会に向けて発信したいこと等を話し合える場「介護ラボしゅう」を開催している介護士の中浜さん。そして、美容

師としての経験と技術を活かして、在宅、デイサービス、特別養護老人ホームなどの高齢者施設への訪問美容サービスを行っている『株式会社

介護・福祉業界におけるビジョンや問題提起などに共通点があるものの、アプローチの方法はそれぞれ。第一線で活躍する方々のトークは、福祉のおもしろさが伝わってくるだけ

でなく、業界内における可能性も感じさせるものでした。真面目な内容もありつつ

く、従事者の方へは仕事について改めて向き合えるいい機会となったのではないでしょうか。

Ubdobe 代表岡によるトークが繰り広げられました。 

真面目な福祉の話あり、ジョークを混ぜ入れた笑い話ありと、来場者も飽きることなく聞き入っていました。 

藤田英明（株式会社日本介護福祉グループ代表取締役会長）×飯塚裕久（NPO 法人もんじゅ代表理事） 

／障がい者ヘルパー） 

トークテーマ『障がい者支援？学生殺到！噂の楽し過ぎるシゴト“移動支援”のホント』 

中浜崇之（介護ラボしゅう代表／スマイルサミット実行委員長） 

トークテーマ『介護福祉業界で働きながら、自らが発信媒体となる方法』 

桜庭太（株式会社 un. COO） 

 

メインステージで行われたトークのゲストは、福祉業界のイノベーターである 6 名の方々！ 

小規模デイサービス「茶話本舗」始め、介護・医療・福祉に特化したコンサルティング、訪問介護など幅広い事業を運営する『株式会社日本介護福祉グループ』の代表である

藤田さん。小規模多機能施設「ユアハウス弥生」の運営をする傍で、介護従事者が課題や解決法を話し合える場「もんじゅミーティング」を全国各地で開催している『

人もんじゅ』代表の飯塚さん。介護ヘルパーの事業所として「当事者の自立支援」と「ご家族の支援」の 2 つを対象としたサービスを提供している『株式会社ビーンズ』代表の玉

が現場のことや社会に向けて発信したいこと等を話し合える場「介護ラボしゅう」を開催している介護士の中浜さん。そして、美容

師としての経験と技術を活かして、在宅、デイサービス、特別養護老人ホームなどの高齢者施設への訪問美容サービスを行っている『株式会社

介護・福祉業界におけるビジョンや問題提起などに共通点があるものの、アプローチの方法はそれぞれ。第一線で活躍する方々のトークは、福祉のおもしろさが伝わってくるだけ

でなく、業界内における可能性も感じさせるものでした。真面目な内容もありつつフランクな雰囲気で進められたトークは、日頃「福祉」や「介護」に関わりのない方にも聞きやす

く、従事者の方へは仕事について改めて向き合えるいい機会となったのではないでしょうか。 

小規模デイサービス「茶話本舗」始め、介護・医療・福祉に特化したコンサルティング、訪問介護など幅広い事業を運営する『株式会社日本介護福祉グループ』の代表である

藤田さん。小規模多機能施設「ユアハウス弥生」の運営をする傍で、介護従事者が課題や解決法を話し合える場「もんじゅミーティング」を全国各地で開催している『NPO 法

つを対象としたサービスを提供している『株式会社ビーンズ』代表の玉

が現場のことや社会に向けて発信したいこと等を話し合える場「介護ラボしゅう」を開催している介護士の中浜さん。そして、美容

師としての経験と技術を活かして、在宅、デイサービス、特別養護老人ホームなどの高齢者施設への訪問美容サービスを行っている『株式会社 un.』の湯浅さんと櫻庭さん。 

介護・福祉業界におけるビジョンや問題提起などに共通点があるものの、アプローチの方法はそれぞれ。第一線で活躍する方々のトークは、福祉のおもしろさが伝わってくるだけ

フランクな雰囲気で進められたトークは、日頃「福祉」や「介護」に関わりのない方にも聞きやす



CONTENTS - BOOTH and more 
会場内には、ヘアメイクやフードのブース、福祉学生らの展示による情報発信も。さらにステージや会場内を彩って下さったのは幻想的なデコレーション、

そして福祉をテーマにしたライブペイントも行われました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXHIBITION 

DECORATION  LIVE PAINT 

● Wel-bee 

● Careloop 

● 埼玉福祉専門学校 

● 

● 

● 大島エレク総業 ●

BOOTH and more - 

会場内には、ヘアメイクやフードのブース、福祉学生らの展示による情報発信も。さらにステージや会場内を彩って下さったのは幻想的なデコレーション、

そして福祉をテーマにしたライブペイントも行われました。 

SHOP 

LIVE PAINT  

 Trip salon un.（ヘアメイク） 

 RED ELEPHANT CAFE（フード） 

● nishiokana 

会場内には、福祉学生らによる展示や、トークにも出演してくださっ

た訪問美容 un.によるヘアメイク、

ードのブースが設けられました。トークやライブの合間に会場内を歩

いてみると、あらゆる形で福祉に触れることが出来ます。

そして、会場内を彩って下さったのは様々な音楽イベントでもデコレ

ーションを施している大島エレク総業さん。独特の世界観を作りだし

てくれたフロアでは、更に nishiokana

場者の視線を釘付けに。 

「福祉×クラブカルチャー」をテーマに描かれ、子ども達もペイントに

参加する姿も見られました。「福祉＝カタイ」などのイメージを払拭し

てくれるような斬新な作品を描いて下さいま

会場内には、ヘアメイクやフードのブース、福祉学生らの展示による情報発信も。さらにステージや会場内を彩って下さったのは幻想的なデコレーション、 

 

会場内には、福祉学生らによる展示や、トークにも出演してくださっ

によるヘアメイク、RED ELEPHANT CAFE によるフ

ードのブースが設けられました。トークやライブの合間に会場内を歩

いてみると、あらゆる形で福祉に触れることが出来ます。 

そして、会場内を彩って下さったのは様々な音楽イベントでもデコレ

ーションを施している大島エレク総業さん。独特の世界観を作りだし

nishiokana さんによるライブペイントで来

「福祉×クラブカルチャー」をテーマに描かれ、子ども達もペイントに

参加する姿も見られました。「福祉＝カタイ」などのイメージを払拭し

てくれるような斬新な作品を描いて下さいました。 



        POWERED BY：：：：協賛協賛協賛協賛                                                                     SUPPORTED BY：：：：後援後援後援後援 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCiAL FUNK! 
 

イベント名 SOCiAL FUNK!  主催 NPO 法人 Ubdobe 

日程 2013 年 7 月 6 日（土）  場所 渋谷 club asia 

     

LIVE SOCIAL WORKEEERZ  TALK 藤田英明（株式会社日本介護福祉グループ代表取締役会長） 

 サルサガムテープ   飯塚裕久（NPO 法人もんじゅ代表理事） 

 サカノウエヨースケ＆スパスパ   玉手拓海（株式会社ビーンズ CEO／障がい者ヘルパー） 

DJ Kuni Lopez   中浜崇之（介護ラボしゅう代表／スマイルサミット実行委員長） 

 DJ Funnel   湯浅一也（株式会社 un. CEO） 

 DJ CIELO   桜庭太（株式会社 un. COO） 

LIVE PAINT nishiokana  BOOTH Wel-bee 

DECO 大島エレク総業   Careloop 

協賛 株式会社やさしい手   埼玉福祉専門学校 

 GA ライフケア株式会社   Trip salon un.（ヘアメイク） 

後援 HELPMAN! JAPAN   RED ELEPHANT CAFE（フード） 

 

■株式会社やさしい手／GA ライフケア株式会社 ■HELPMAN! JAPAN 


