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障害･性･世代･言語・国籍などを超えたパフォーミングアーツの祭典

True Colors Festival – 超ダイバーシティ芸術祭 第一弾/第二弾イベント詳細発表！

True Colors DANCE

True Colors BEATS

日時：2019年9月10日(火) 14:00-18:00
会場：渋谷ストリーム前 稲荷橋広場

日時：2019年10月22日(火・祝) 12:00-18:00
会場：代々木公園野外ステージ・イベント広場

No Limits
申 込 不 要

観 覧 無 料

Uncountable Beats Festival
申 込 不 要

観 覧 無 料

サンチャゴ・バスケス？
コムアイさん？

世界で活躍する障害者8人組によるブレイクダンスチーム「ILL-Abilities（イルアビリティーズ）」と
日本が世界に誇る実力派ブレイクダンサーがダンスバトル！
アルゼンチンを代表するアーティスト、サンティアゴ・バスケスが、コムアイ、大友良英らアーティストとセッションも
障害・性・世代・言語・国籍などのあらゆる多様性があふれ、みんなが支え合う社会の実現を目指し、2019年9月～2020年
7月まで開催する「True Colors Festival - 超ダイバーシティ芸術祭 -」では、1年間を通じて、ダンス・ミュージカル・音楽ライブ・
演劇・ファッションショーなど、多彩な身体表現によるシリーズ「True Colors パフォーミングアーツ」を展開いたします。
第一弾となる「True Colors DANCE」では、2019年9月10日(火)、渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にて、世界各地で公演
を行う障害者8人組によるブレイクダンスグループ、「ILL-Abilities（イルアビリティーズ）」をカナダより招へいし、日本のトップダンサー
とのダンスバトルを開催いたします。2024年パリオリンピックで追加競技として承認された「ブレイクダンス」。ダンスバトルの対戦相手と
して、日本のブレイクダンス界を担う、Bboy Shigekix、Bgirl RamやBboy Taisukeが出演します｡
第二弾となる「True Colors BEATS｣では、2019年10月22日(火・祝)、代々木公園野外ステージ・イベント広場にて、ハン
ド・サインによって言語を超えた即興演奏を生みだすサンティアゴ・バスケスが、コムアイ（水曜日のカンパネラ）、大友良英ら日本の
アーティストと共演。音楽とアルゼンチンの料理や自然食でフェスを盛り上げます。True Colors BEATSでは、事前に公募型ワーク
ショップも開催し、当日のステージでアーティストとの共演も実現します。
＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
True Colors PR事務局 担当：高良(たから/080-4904-3115)、浅野(070-3190-3708)
TEL：03-6894-3201 Email：tcf@ssu.co.jp
＜事業に関するお問い合わせ先＞
日本財団 True Colorsチーム 青木
TEL：03-6229-5137(直通) Email：t_aoki@ps.nippon-foundation.or.jp

True Colors DANCE – No Limits –
多国籍の障害者によるブレイクダンスチームが日本のトップダンサーとダンスバトルを展開！
世界各地で公演を行う障害者8人組によるブレイクダンスチーム、「ILL-Abilities」をカナダより招へいし、日本の
トップダンサーとのダンスバトルを開催いたします。2024年、パリオリンピックで追加競技として承認された「ブレイク
ダンス」。ダンスバトルの対戦相手として、日本のブレイクダンス界を担う、Bboy Shigekix(シゲキックス)、Bgirl
Ram(ラム)やBboy Taisuke(タイスケ)が出演。また、障害者によるダンスグループのショーケースも開催します。

申 込 不 要

■開催概要

観 覧 無 料

日時：2019年9月10日（火）14:00〜18:00
会場：渋谷ストリーム前 稲荷橋広場（東京都渋谷区渋谷3-21-3）

出演者：ブレイキン・バトル
ILL-Abilities
The Floorriorz、Bboy Shigekix､Bgirl Ram、Bboy Taisuke
ショーケース SOCIAL WORKEEERZ､LJ BREAKERS (from LOVE JUNX)
MC KITE、Chigusa ／ 解説 Bboy Katsu1 ／ 舞台手話通訳 はしもといちろう
第一部 14:00-15:00
ショーケース
ILL-Abilities
SOCIAL WORKEEERZ
LJ BREAKERS(from LOVE JUNX)
ブレイキン・チームバトル
ILL-Abilities vs The Floorriorz

第二部 17:00-18:00
ショーケース
LJ breakers from LOVE JUNX
SOCIAL WORKEEERZ
ブレイキン・ソロ・バトル
ILL-Abilities vs Bboy Shigekix/Bgirl
Ram/ Bboy Taisuke

第1部と第2部の間には、トークとワークショップを開催します。
※聴覚障害のある人も参加できるダンスワークショップです。

15:10-15:25 トーク
ILL-Abilities 2名､Bboy Katsu1､KITE
15:30-16:30 ワークショップ “CONNECTED”
講師：UNO、NOPPO(s**t kingz)
協力：DANCEWORKS
観覧：無料､申込不要 ※雨天の場合は会場変更、荒天の場合はイベントが中止になる可能性がございます。
前日16:00に公式サイトにて発表予定です。

アクセシビリティ対応項目：
ゆずりあいゾーンあり（車椅子をご利用の方、体の不自由な方、聴覚障害のある方、視覚障害のある方、
小さいお子さまをお連れなどの方への優先エリア）・手話通訳あり・日本語字幕・筆談ボードあり・多目的
トイレあり（渋谷ストリーム2F）・駐車場あり（渋谷ストリーム施設内）・会場案内スタッフあり
総合演出：株式会社 ODORIBA

後援：渋谷区、一般財団法人 渋谷区観光協会、カナダ大使館

制作：東急メディア・コミュニケーションズ株式会社

協力：100BANCH、法務省矯正局（申請中）

字幕制作：株式会社NHKグローバルメディアサービス

広報: 株式会社サニーサイドアップ

出演者プロフィール：
ILL-Abilities（イルアビリティーズ）
2007年にモントリオールを拠点にするダンサー／モチベーショナル・スピーカーのルカ・レイ
ジーレッグス・パトエリが「不可能なことはない」というメッセージを広く伝えるために設立。
8人のBboy、ブレイクダンサーからなる「インターナショナル・ブレイクダンス・クルー」。「イル
」の部分はネガティブな言葉をポジティブに転用するヒップホップの文化では、「信じられな
い」、「素晴らしい」、「繊細」、「センスがある」などの意味がある。このクルーは「障害」の
ネガティブな側面や限界を強調するのではなく、ポジティブでかっこいいチームを目指して
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いる。

Bboy Shigekix（ビーボーイ シゲキックス）
自身の姉、Bgirl Ayane の影響により、7 歳の時にBboying を始める。自分の技を
磨き、観客を盛り上げる感覚にのめり込んでいく。Kids Bboy シーンで頭角を現し、
2013年、11歳の時に世界の大会に挑戦を始める。無敵の快進撃でKids の世界大
会を総ナメ、他の追随を許さない唯一無二の存在になった。2017年中学を卒業し、
晴れてTeam G-Shock に加入。同年11月に15歳という若さでRed Bull BC One
World Finalに出場。2018年ブエノスアイレス・ユースオリンピックでは銅メダルを獲得。
Bboy Shigekix は今後のブレイクダンスシーンを背負っていく最重要人物である。

Bgirl Ram（ビーガール ラム）
2001年4月11日生まれ。神奈川県立百合丘高等学校卒業。The Floorriorz
Academy 一期生を経て2017 年4 月にThe Floorriorz へ加入。同年Battle
Of The Year World Final 優勝。2018 年ブエノスアイレス・ユースオリンピックで
はソロ、2on2での2個の金メダルを獲得し、世界を驚愕させた。

Bboy Taisuke（ビーボーイ タイスケ）
(The Floorriorz / Red Bull ALL STARS / FTHEB)
幼少期から類い稀なるセンスで数々のタイトルを獲得しキッズダンスシーンの立役者と
なる。2007年に上京し、瞬く間にその才能が開花。日本人初のソロ・バトルでの世界
大会優勝に留まらず、チームでもThe Floorriorzを率いて日本人初世界大会三連
覇を果たすなど、国内外で50回以上の優勝経験を持つ、まさに日本を代表する
Bboyである。Bboy初のスポンサー契約を獲得した先駆者でもあり、日本のダンスシ
ーンを語るには欠かせない存在である。その他にも各種メディアや三浦大知『REPLAY
』MV出演など活動の幅は様々。地元長崎県佐世保市の観光名誉大使、
The Floorriorzとして神奈川県川崎市の産業大使も務めている。

The Floorriorz（ザ・フローリアーズ）
世界でもっとも権威のあるブレイクダンスの世界大会「Battle Of The Year」で、
2015年-2017年に世界初となる3連覇という偉業を達成するなど、日本が世界に
誇るレジェンドクルー。

SOCIAL WORKEEERZ（ソーシャル・ワーカーズ）
2011年、児童・障害者福祉職に就くメンバーを中心に結成｡DANCE for
SOCIAL INCLUSION を掲げ、音楽・ダンス・アート・エンターテイメントを通じて、
老若男女、障がいの有無に関係なく、「遊ぶ・つくる・表現する」空間を創造している｡

LJ BREAKERS（from LOVE JUNX）
（エルジェーブレイカーズ フロームラブジャンクス）
世界最大のダウン症の方専門のエンターテイメント団体「LOVE JUNX（ラブジャンク
ス）」の中から選抜された、ブレイクダンスに特化したチームとして活動中｡

UNO（ウノ）

抜群のスキルとイマジネーションで見る者を魅了し続け、アーティストの振付やファッショ
ンモデル、イラストレーターなど多岐に活躍するソウルフルなFemale dancer。国境、
年代、性別やハンディを越えて「音楽」と「こころ」で繫がるダンスプロジェクト
“CONNECTED”を発足。

NOPPO(s**t kingz)（ノッポ シットキングス）
恵まれた長身のみならず、確立されたダンススキルが評価され、流行の最先端を行くダ
ンサーやクリエイターとの共演が多数。静と動を兼ね備えた緩急のあるダンススタイルに
、ダンス業界内のファンも多い。パントマイムを得意とし、愛らしい笑顔からs**t kingz
のマスコット的な存在。

KITE（カイト）
日本を代表するPOPPIN チーム 「フォーマーアクション」に所属、日本国内の大会の
みならず世界大会でも優勝歴多数。自身の活動のほか、アーティストやCM、舞台や
ミュージカルでの総合振り付けなど、多方面で活躍中である。近年ではテレビ「めちゃめ

ちゃイケてる」出演や、IT企業を始め、シルバー世代や親子向けなど幅広い層に対し
て講演会を行なっている。

Chigusa（チグサ）
アメリカ ロサンゼルス生まれ。パーソナリティー、ナレーターとしてラジオやテレビで活躍
するほか、イベントMCとしてダンスイベントは元より、トム・クルーズやレディー・ガガ等の
海外タレント来日イベントからフォーマルな企業発表会まで幅広いステージに登場して
いる。

Bboy Katsu1（ビーボーイ カツワン）
国内外で権威のあるブレイクダンス大会で多数結果を残し、日本はもちろんのこと
世界のシーンでも多大な影響を与え続けているBboy。「Red Bull BC ONE」
「Battle Of The Year」など世界有数の大会に現役BboyでありながらGUEST
JUDGEとして招かれる等、世界のBboyから信頼が厚い。2017年、公益社団法人
日本ダンススポーツ連盟ブレイクダンス部 部長に就任。2018年にはユースオリンピック
にて初代監督に就任し、男子銅メダル、女子金メダル2つを獲得させた。

はしもといちろう
亜細亜大学経営学部ホスピタリティ・マネジメント学科客員准教授および障がい学生
修学支援室コーディネーター。
厚生労働大臣認定手話通訳士。
さまざまなイベントで手話パフォーマーとして、エンターテイメントとろう者をつなぐ活動を

展開している。

True Colors BEATS “Uncountable Beats Festival”
多様な人々による 様々なリズム、様々なテンポ
様々な国から日本に移り住んできた人たちには共通する言葉はありません。言葉以上に豊かなコミュニケー
ションのひとつである音楽で交流の場をつくりだすのがサンティアゴ・バスケスの音楽技法「Rhithm With
Signs（リズム ウィズ サイン）」。コムアイ（水曜日のカンパネラ）、大友良英らアーティストとともに、
アルゼンチン料理や自然食の屋台がフェスティバルを盛り上げます。
申 込 不 要

観 覧 無 料

■True Colors BEATS 開催概要
日時：2019年10月22日（火・祝）マーケット 12:00-18:00 ／ ライブ 14:00-18:00
会場：代々木公園野外ステージ・イベント広場（東京都渋谷区代々木神園町2-1）
出演者：イベント・ディレクター サンティアゴ・バスケス
ゲスト・アーティスト（ワークショップ、フェスティバルに参加）
ermhoi（エルムホイ）、xiangyu（シャンユー）、岩崎なおみ、大友良英、角銅真実、
勝井祐二、コムアイ（水曜日のカンパネラ）、フアナ・モリーナ、ミロ･モージャ
ゲストバンド
YAKUSHIMA TREASURE(水曜日のカンパネラ×オオルタイチ)
Monaural mini plug（モノラルミニプラグ）
観覧：無料､申込不要 ※荒天の場合は中止になる可能性がございます。
アクセシビリティ対応項目：
・ゆずりあいゾーン（車椅子をご利用の方、体の不自由な方、聴覚障害のある方、視覚障害のある方、
小さいお子さまをお連れなどの方への優先エリア）・筆談ボード・多目的トイレ・近隣に有料駐車場あり・
会場案内スタッフ（多言語対応）
後援：渋谷区、一般財団法人 渋谷区観光協会、アルゼンチン共和国大使館
協力：100BANCH

■True Colors BEATS ワークショップ
2日間のワークショップに参加いただくと、10月22日開催予定の｢True Colors BEATS｣にゲスト・アーティ
ストとともに出演いただくことができます。応募は公式サイトよりご応募ください。
日時：2019年10月19日（土）・20日（日） 14:00-18:00
会場：日本財団ビル 2F大会議室（東京都港区赤坂1-2-2）
参加費：無料

出演者プロフィール：
サンティアゴ・バスケス
1972年生まれ、ブエノスアイレス出身。アルゼンチンを代表する打楽器ほか多様な
楽器の演奏者、作曲家、指揮者、文化イベントの仕掛け人。ハンド・サインにより複
数の演奏者による即興演奏を可能とする「Rhythm with Signs」のメソッドを開発
。本年4月にブエノスアイレス市から文化功労者と認定された。

撮影：佐竹邦彦

Ermhoi（エルムホイ）
日本とアイルランド双方にルーツを持ち、独自のセンスで様々な世界を表現する、トラック
メーカー、シンガー。2015年1st Album “Junior Refugee”をsalvaged tapes
recordsよりリリース。以降イラストレーターやファッションブランド、演劇、映像作品や
TVCMへの楽曲提供、ボーカルやコーラスとしてのサポートなど、ジャンルやスタイルに
縛られない、幅広い活動を続けている。2018年に小林うてなとjulia shortreedと
共にblack boboi結成。2019年よりMillennium Paradeに参加。

xiangyu（シャンユー ）
2018年9月からライブ活動開始。 日本の女性ソロアーティスト。読み方はシャンユー。
名前はVocalの本名が由来となっている。10月26日に初のデジタルシングル「プーパッ
ポンカリー」をリリース。 Gqom(ゴム)をベースにした楽曲でミステリアスなミュージックビデオ
も公開中。5月22日、初のEP『はじめての○○図鑑』リリース。

岩崎なおみ（いわさき なおみ）
大学の軽音サークルでベースを始め、以後ベーシストとして様々なアーティストのライブや
レコーディングに参加。現在、バンド The Uranus, Controversial Spark の
メンバーとしても活動中。自身で詞曲を手がける2人組ユニット Cousinly 始動。

大友良英（おおとも よしひで）
1959年、横浜生まれ、福島育ち。映画やテレビの音楽を山のように作りつつ、ノイズや
即興の現場がホームの音楽家。展示作品や一般参加のプロジェクトやプロデュースワー
クも多数。震災後は思春期を過ごした福島での活動も。またその活動で2012年には
芸術選奨文部科学大臣賞芸術振興部門を受賞。2013年「あまちゃん」の音楽で
レコード大賞作曲賞受賞。2017年札幌国際芸術祭の芸術監督を務める。NHK
大河ドラマ「いだてん」の音楽を担当する。

角銅真実（かくどう まなみ）
長崎県生まれ。音楽家、打楽器奏者。自身の声、マリンバをはじめとするいろいろな打楽
器、言葉、身の回りの気になるあらゆるものを用いて、音楽といたずらを紡いでいる。２枚の
ソロアルバム発表に加え、バンドceroのアルバム制作やライブサポート、原田知世や石若駿

の作品への歌詞の提供、海外の映画やアート・プロジェクトの音楽作りなど、演奏だけに
とどまらない作家としての自由な表現活動を国内外で展開している。

勝井祐二（かつい ゆうじ）
音楽家／ヴァイオリニスト。ROVO. KOMA. 勝井祐二 × U-zhaan. FISHMANSなどの
バンドやユニットとソロや様々な音楽家との即興演奏で、エレクトリック・ヴァイオリンの表現の
可能性を追求し続ける第一人者。日本最初期のレイヴ・パーティー「WATER」をオーガナ
イズする。2002年に初来日したファナ・モリーナ、フェルナンド・カブサッキとの共演を機に
アルゼンチンの新しい音楽シーンと交流を深める。2009年には、サイケデリック・ロック・バンド
「GONG」の結成40周年を記念アルバム「2032」にスティーブ・ヒレッジと共に参加。2016
年 ROVO結成20周年記念アルバム「XI (eleven)」発表。

コムアイ（水曜日のカンパネラ）
アーティスト。1992年生まれ、神奈川育ち。 ホームパーティで勧誘を受け歌い始める。
「水曜日のカンパネラ」のボーカルとして、国内だけでなく世界中のフェスに出演、ツアーを
廻る。 その土地や人々と呼応して創り上げるライブパフォーマンスは必見。好きな音楽は
民族音楽とテクノ。好きな食べ物は南インド料理と果物味のガム。音楽活動の他にも、モデ
ルや役者など様々なジャンルで活躍。2019年4月3日、屋久島とのコラボレーションをもとに
プロデューサーにオオルタイチを迎えて制作した新EP「YAKUSHIMA TREASURE」をリリー
ス。

フアナ・モリーナ
アルゼンチンのブエノスアイレス出身。1995年にファースト・アルバム『Rara』をリリース。
2001 年に『セグンド』が日本でもヒットし初来日を果たす。2003年にサード・アルバム
『トレス・コーサス』をリリース、エゴ・ラッピンやリトル・クリーチャーズとも共演。アーティストの
ファンも多く、平井堅のアルバム『Ken‘s Bar』に参加したこともある。2006年4枚目となる
アルバム『Son』をリリース、来日公演では高橋幸宏、レイ・ハラカミがサポートを務めた。その
後『Un Dia』（2008年）、『ウェッド21』（2013年）、 『ヘイロー』（2017年）をリリー
ス。2017年には渋谷で開催されたジェフ・ミルズ、テリー・ライリーとのイベントに出演した。

ミロ･モージャ
ヒューマン・ビートボックス・アーティスト。サンティアゴ・バスケスのパーカッション・ユニット「PAN」
のメンバー。アルゼンチンのシーンにおけるビートボックスの最も優れたアーティストの一人とし
て、ヒップホップやエレクトロニック・ミュージックの限界をビートボックスで乗り越え、アルゼンチン
民 謡 や ク ン ビ ア な ど の 多 様 な 影 響 か ら 自 身 の ス タ イ ル を 表 現 す る 。 Orquesta de
Beatboxのディレクターを務め、多くの若いビートボクサーのゴッドファーザーとして各地でワー
クショップを実施している。

ゲストバンド
YAKUSHIMA TREASURE(水曜日のカンパネラ×オオルタイチ)
2019年4月にYouTube Originalsで発表された、水曜日のカンパネラと屋久島の
コラボレーションを試みる作品 Re:SET(https://youtu.be/bBde4wUtkHQ)。
この作品を通し一枚のEP「YAKUSHIMA TREASURE（ヤクシマトレジャー）」が誕生
した。 島のカエルの鼓動や木々をうつ雨、岸壁の風、波の音に耳を澄まし、村のおばあち
ゃんたちとうたい、あの手この手で採集された音をもとに様々な曲が制作された。屋久島の
自然を壊滅させてしまった縄文時代の鬼界カルデラ噴火を題材にした「屋久の日月節」を
はじめ、水曜日のカンパネラとオオルタイチが屋久島と取っ組み合い、紆余曲折を経て

生み出したタカラのような曲たちをライブセットで披露する新しいプロジェクト。

Monaural mini plug（モノラルミニプラグ）
タイの祝い事に欠かせない爆音BGMを演奏する、日本唯一のピン・ケーン・プラユックバン
ド。現地の人気ピン奏者テック・ラムプルーンをはじめ、メコン河周辺の音楽家のもとへ足を
運んで身につけた本場仕込みのグルーヴを、タイから輸入した220Vの手押しサウンドシス
テムに乗せ、現地の祝宴を完全再現する。東京を拠点にライブハウスや屋外フェス、公園
やレストランで活動中。2018年初のフルアルバム「SAMURAI MEKONG ACTIVITY」
をPヴァインよりリリース。2019年 FUJI ROCK FESTIVAL’19出演。

