
藤沢市、及びその周辺地区の皆さん（障が
いのある方もOK！）に、
テレビや世界で大活躍している超一流のダン
サーのパフォーマンスを、間近に体感しても
らって、驚きや感動を得て欲しいです。
さらには、「ペアダンスは楽しい！みんな一緒
に踊ろう！」の主旨で、健常の子どもも、障
がい児も保護者も大人もみんなが世代を超え
て、ある時はアトランダムでペアになること
で、子どもたちのコミュニケーション能力の
向上を目指します。

一般社団法人 ピッカ
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎 3-17-4-309 
TEL:044-930-7078 / FAX:044-852-8854
担当 / 岩永 ( 携帯 )：090-3223-2739

講師は数々のステージやＣＭ、映画に出演している
ダンサー！ KIHARA RYU( キハラリュウ ) 先生を
中心にみんなでペアダンス・チャレンジ !!

親子や友だち、兄弟や先生、おじいちゃんやおばあちゃん等とペアで
踊るペアダンスにチャレンジ！子どもには発育とリハビリに！
大人は凝り固まった身体を動かしてほぐしてスッキリ！

親子で
友だちで

教
室

2022
開催日 1月15日（土）

募集人数

参加費

交通案内

対象

時間

会場

ココ※当チャレンジ教室の実施は、教室開催地における
　都道府県並びに市区町村の方針に従って判断致します。
※開催時の感染状況によっては急遽の中止になる可能性もあります。

NAOTO
(ナオト)

公共交通機関をご利用の上ご来校ください。
※駐車場はありますが、台数に限りがあります。

注意事項
◇この活動では、団体広報や子どもゆめ基金への報告のために写真撮影
を行います。撮影した写真や映像等は、広報用にHPや SNS、刊行物等
に掲載することがあります。なお、子どもゆめ基金へ報告用に提出した
個人情報 (写真 )は、「(独 )国立青少年教育振興機構が保有する個人情報
の適切な管理に関する規程」に基づき、子どもゆめ基金助成業務以外の
目的には使用されません。※上履き、飲み物は各自でご用意ください

13:30～16:30
（13:30開場/14:00スタート予定）

神奈川県立スポーツセンター
スポーツアリーナ2 フェンシングフロア 
〒251-0871　
神奈川県藤沢市善行7-1-2
TEL : 0466-81-2570

藤沢市、及びその周辺地区の皆さん
（乳幼児、小学生、中学生、高校生）

子ども：30名（保護者＆付き添い可。
応募多数の場合は抽選）

無料

主催 一般社団法人

こちらの申し込みフォームより、
必要事項をご記入の上、お申し込みください。
URL → https://ws.formzu.net/dist/S52189447/
短縮URL → https://00m.in/2W4VF

QRコード

＜最寄り駅・バス停＞
●小田急江ノ島線「善行駅」東口より、徒歩7分

協力 神奈川県障がい者スポーツ協会
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ペアダンス・ 教
室

親子で友だちで

15歳からダンスを始め若干3年で日本一の称号を手にし「コンテスト荒らし」との異名
も持つ。
Popping、Animationをベースに独自のスタイルで振付、TV出演、バックダンサーなど
メジャー、アンダーグラウンド問わず様々な活動をしている。
現在は日本のみならずアジアを中心に活動し、ショーケースやワークショップなども
行っている。
「TRIQSTAR」「funkrafty」でも活動＆活躍中。

<受賞歴>
★GRAND SOUL 優勝★次世代フリースタイルバトルファイナル優勝
★P-1 GP 準優勝、他多数
<TV / CM>
●ASIA'S GOT TALENT、他多数

池袋生まれ池袋育ち。幼少期よりHIPHOPを聴き中学生時代のEXILEコピーがきっか
けでダンスを始める。
2009年KITKATブレイクタウンレーベルより「through the break」のRapper&Dancer
としてデビュー。2011年解散。
当時の経験を生かし、現在パフォーマンス集団「TRIQSTAR」とオリエンタルラジオと
ダンサー四人FISH BOY/show-hey/SHiN/RIHITO からなる「RADIO FISH」としても活
動中。
ソロ出演、振付、NPO理事長、イベントオーガナイズ、モデル等、幅を制限せずに国内
外問わず活動。
アニメーションスタルを武器に「誰も見た事無い且つ見ていて伝わる」をコンセプト
に人々の心に響くエンターテイメントを模索中。

<受賞歴>
★2015年 ASIA'S GOT TALENT ファイナリストチーム
(アジア圏を中心に27カ国でO.A. 視聴者数５億人のスター発掘番組。)
★2007年 日本テレビ『24時間TV 復活ダンス甲子園』優勝２連覇
<TV>
●2016年 NHK『紅白歌合戦』
●フジテレビ『ENGEIグランドスラム』
●テレビ朝日『ミュージックステーション』
●日本テレビ『しゃべくり007』『嵐にしやがれ』『笑点』

セブン&アイHLDGS「Ario BAZAR」CM、EXILE SHOKICHI 「Don't stop the music」MV、
PS4『龍が如く 極』PRイベント等多数出演。
自分の容姿(キャラクター)を全面に出しながら幅広く活動中。
2016年-2017年ダンスチーム「UNVISION」で世界大会優勝。

<受賞歴>
★world of dance Los Angeles final 2016 優勝
★VIBE JAPAN 2016 Dance competition 優勝
★肉フェス Freestyle 3on3 dance battle 準優勝
★浅草 Freestyle 1on1 dance battle judge 個人賞
<TV>
●TBS『ネプ&ローラの爆笑まとめ！』他CM/ MVの出演多数

ダンスボーカルグループ Fis block(フィスブロック)、 ダンスグループ A B (アソボーズ) 
として活動中。

<ワーク>
★THE MONSTARS (香取慎吾×山下智久)スタンドイン/ダンサー出演
★火曜曲「THE MONSTARS」ダンサー出演 
★RIP SLYME 「ジャングルフィーバー」振付
★CARLY RAE JAPSEN 「Tonight I'm Getting Over You」MTV VMAJ 2013 ダンサー出
演 
★山下智久「A-NUDE TOUR2013」ツアーダンサー&スタンドイン、「NEXTACTION」ソ
ロ部分 振付 

<受賞歴>
★DANCE@HERO JAPAN（4thシーズンRound2&3）準優勝
★自身の生徒を日テレ「24時間TV ダンス甲子園決勝大会」、TV東京「ピラメキーノ天
下一舞踏会決勝」へ導く
<映画出演>
★映画「Hi&Low THE MOVIE」出演(2017)
★映画アイアムアヒーローMVに黄原竜でソロ出演
＜DVD＞
★安室奈美恵ラストアルバム「Finaly」出演(2017)
★雅～MIYAVI～「NEO TOKYO SAMURAI BLACKワールドツアー」出演
<ワーク>
★「Google」CM出演(2018)
★「PARLIAMENT」CM出演(2018)
★リュシウォンアリーナツアー出演
★スマホアプリゲーム ワールドクロスサーガPVに黄原竜で出演
●その他、テレビ/CM/MV/映画/雑誌への出演多数

RIHITO a.k.a つとむ
ダンサー/ コリオグラファー/ モデル/
NPO 法人Wa-shoi 理事長/

チャーリー
ダンサー/ コリオグラファー/ モデル

REIJI（レイジ）
ダンサー/ パフォーマー

GENTARO（ゲンタロー）
ダンサー/ コリオグラファー

KIHARA RYU（キハラリュウ）
ダンサー/ モデル/ コリオグラファー/ 俳優

当チャレンジ教室会場における新型コロナウイルス感染予防対策について
※当チャレンジ教室の実施は、教室開催地における都道府県並びに市区町村の方針に従って判断致します。
※開催時の感染状況によっては急遽の中止になる可能性もあります。

【会場内での感染予防対策】
①教室会場ご入場時に検温実施
②消毒の徹底
③換気の徹底
④座席を有する教室の場合の座席間の空間の確保

【講師及びスタッフの感染予防対策】
①教室会場への入場前の検温確認
②体調不良時の出勤停止
③会場入室時の手指の消毒の徹底
④1時間おき、または１クールごとの手指の消毒の徹底
⑤マスク着用及び咳エチケットの励行
⑥参加者との接触をしない教室の実施

【参加者及び保護者様 / お付き添いの皆様へのお願い】
①ウイルス感染の可能性のある方、体調のすぐれない方はご来場をお控えください。
②ご来場時のマスク着用及び咳エチケットの励行にご協力をお願いいたします。
・マスクを着用されていない方のご入場はできません。
③会場入室時に、手指の消毒にご協力をお願いいたします。
④皆さま同士のソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願いします

【マスク中の熱中症にも要注意】
早め早めの水分補給。マスク着用時は特に要注意です。

当教室が安全で楽しい開催となりますよう、どうか宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

NAOTO（ナオト）
ダンサー

ダンスサークル「GREEN PEACE」ダンス講師
日本最大級CLUB Ageha ダンスイベント 「DeJaBoo」出演
新宿CLUB Face ダンスイベント「Partner」ソロ出演
渋谷CLUB eggman ダンスイベント ソロ出演
ナオト・インティライミ 2019年6月最新曲「花」
大塚製薬 ポカリスエットCM 2019年7月 「ポカリ 青ダンス 雨のち晴れ」篇


