
園・学校用教育パッケージ
紹介資料

華麗なる踊りと本格アクションで  
子ども達に熱いメッセージを発信する 

祭ヒーローキャラクター 
 

主催：特定非営利活動法人I・M・C  イベント事業部 
共催：祭英雄企画（まつりヒーロープロジェクト） 



HP→http://www.tam-p.jp/sohrandragon   blog→http://sohrandragon.tsukuba.ch/ 

・単発出陣（２〜４人、１０分～６０分） 
踊りのレクチャーや和芸ショー、交通安全や国際協力、 

被災地支援や障がい者理解の講演会から、お誕生会のサプ 
ライズゲストなど、ヒーロー2人とスタッフ1人の３人体制で出陣。 
スケジュールやご予算の関係で、音響操作やヒーローの紹介を 
現地の方にお願いし、ヒーロー１人もしくは２人のみでの出陣を 
お願する場合もあります。ご了承ください。費用１～３万円 

ミニショーパッケージ（4〜6人,30分〜６０分） 
敵役ありの軽い立ち回りを含むミニショーを通して、熱い 
メッセージを発信するパッケージ。後にご紹介のパッケージ 

   のうち「いかのおすし」啓発ミニショーや交通安全ミニショー 
        などがこれに当たります。こちらも音響・MC人員を現地の方 
にお願いする場合もございます。ご了承ください。費用 3 ～5 万円 

教育出陣形態 

   茨城県つくば市発！ソーランブルー水龍とソーランレッド炎龍             
の2色の戦士からなる、双子のお祭りヒーロー！ 

 
近年全国に急激に広まった“YOSAKOIソーラン”を得意とし、 
踊りながら鬼達を倒す！斬新なヒーローショーの他にも 

NPO法人IMCの協力の元、踊りのレクチャー活動や各教育パッ 
ケージによる園・学校での活動にも力を入れています。 

 
“ふるさとを、日本を、地球を愛し、よりよい未来をつくるため       
にできることからはじめられるヒーロー”という人材を一人 
でも多く生み出すことを使命に、子ども達に人々に熱い 
メッセージを込めた活動を、茨城県内をはじめ、北海道 

東北、関東、四国など全国へ、そして世界へと展開しています。 

双嵐龍(ソーランドラゴン)とは 
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  祭ヒーロー“双嵐龍（ソーランドラゴン）が警視庁考案の防犯標語「いかのおすし」を 

         子ども達と一緒に勉強するためにやってきますが、烏賊の怪人「スクイッ 

        キー」が 自分がお寿司にされてしまうのではないかと勘違いして大暴れ！ 

         一悶着あったあと、怪人も一緒に防犯標語「いかのおすし」の意味を 

        勉強したり、怪人を相手に子ども達が防犯行動を実践 

        したり、最後はそれを覚えるためのダンスをみんなで 

         楽しく踊り、標語を復習します。 

  大人の方向けに「飲酒運転にいかのおすし」高齢者の方向けに 

「振り込め詐欺にいかのおすし」などのパターンも可能です。 

 

警視庁考案防犯標語 

「いかのおすし」 
 

いか・・・ついていかない 
の・・・乗らない 
お・・・大声を出す 
す・・・すぐにげる 
し・・・しらせる 

 

お問い合わせ先  Tel:070-5571-5367   Mail:m-hero@tam-p.jp  NPO法人IMC 黒田昌樹 



傘回し、日本舞踊、獅子舞、けん玉、和太鼓演奏 剣舞パフォーマンス！ 
和風の芸、パフォーマンスを通じて、日本人独特の考え方や、 

知らず知らずのうちにみんなに根付き、身についた文化・風習を再確認！ 
その魅力に気付くことで、ふるさとを、日本を愛する気持ちを育み、 

「先人達が紡いできた歴史・繋いできた想いを守り、伝え、 
これからの世界を、未来をつくっていく“ヒーロー”は君達一人ひとりだ！」 

という熱いメッセージを子ども達に発信します。 
 

学年や希望時間に合わせて組み合わせを変えるなど、柔軟に内容を構成します。 
２０分を超える依頼の場合は、リズム遊びや踊りなど、見るだけでなく、 

生徒自身が参加・体験する内容を盛り込むことができます。

  お問い合わせ先  Tel:070-5571-5367   Mail:m-hero@tam-p.jp  NPO法人IMC 黒田昌樹   



 祭ヒーロー“双嵐龍（ソーランドラゴン）が子ども達にYOSAKOIソーランの踊りをレクチャーします！ 

 カッコイイ双嵐龍の決めポーズを覚えると踊れる！主題歌の踊りから金八先生で 

おなじみの「南中ソーラン」、全国的に運動会の定番でもある「よっちょれ」、その他 

地域に根ざした総踊り等、様々な踊りのレクチャーが可能です。 

 ご近所のお祭りに双嵐龍の出陣が決まった際に、最寄りの園や学校での総踊り 

の事前訪問レクチャー活動も大変好評です。 

※茨城県南のケーブルテレビＪ：COM茨城放送圏内（土浦市、阿見町、
かすみがうら市、牛久市、龍ケ崎市、取手市、守谷市、石岡市、 つくば
みらい市、利根町、美浦村、常総市 ）の園・学校の場合、情報番組「いい
じゃん」のコーナー番組の取材が可能です。 

※ケーブルテレビのカメラが取材し、子ども達が踊っている様子や、園・
学校の紹介を日に3〜4回1週間毎日放送致します。ご希望の方はお気
軽にお問い合わせ下さい！ 

お問い合わせ先  Tel:070-5571-5367   Mail:m-hero@tam-p.jp  NPO法人IMC 黒田昌樹 



 全盲の写真家おーちゃん(大平啓朗)と祭ヒーロー“舞神 双嵐龍(ぶじんソーランド
ラゴン)は、ジャンルや肩書き、障がいなどの垣根を乗り越えたコラボレーショ ンを
通し、多くの人に夢と笑顔を届けようと、講演活動を行っております。 

 目の見えないおーちゃんがどのように写真を撮ったり、旅をしたりするのかという
体験談と、ソーランドラゴンのカッコいい演舞＆アクションパフォーマンスの後には、
おーちゃんがどうやって踊りを覚えたのかの実演と、参加者も巻き込み、一体と
なってのよさこいソーラン総踊りを展開します。子ども達がヒーローを媒介に、目の
見えない人と触れ合う、一緒に何かをやる…という経験をしてもらうことと、“自分で

限界を決めつけず、勇気を持って挑戦すれば、誰もがヒーローになれる！！”とい
う熱いメッセージを発信します！ 

 これまで、北海道の札幌市や深川市をはじめ、宮城県石巻市、東京大学なでの
実施や、東京・千葉・茨城の学校・施設を回る関東ツアーも2度実施しました。 

 全国各地での講演先を募集しております。ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。 

一緒に踊れば誰もがヒーローだ！ 

全盲の写真家×祭英雄 
おーちゃん＆ドラゴン コラボ講演会 

全国を旅するユニークな全盲の写真家・おーちゃんと 
踊るヒーロー・双嵐龍(ソーランドラゴン)が、 

異色のコラボレーションを通して、子ども達に、人々に 
障がい者理解や“ユニバーサルソーラン”の想い、 

“誰もがヒーローになれる！”という熱いメッセージを発信します！！ 

 

※スクリーンやプロジェクターをご用意いた
だけると、写真や映像を見ながらの講演が
できるので、より効果的です。 
 
※北海道在住のおーちゃんが、関東に長
期滞在する時期をねらい、年に１度、１月
か２月のどちらか、冬の時期に関東ツアー
を組む形で毎年実施しております。近隣の
学校とご相談のうえ、一緒にお申込みいた
だけるとご希望にそえる確率が高いです。 
 
※高学年に対しては、ヒーローではなく双
子忍者「双龍～ツインズドラゴン」での対応
も可能です。 

お問い合わせ先  Tel:070-5571-5367   Mail:m-hero@tam-p.jp  NPO法人IMC 黒田昌樹 

 



 祭ヒーロー“双嵐龍（ソーランドラゴン）がルール違反だらけで自 

転車に乗る戦闘員達を注意しながら、子ども達とカッコイイポーズ 

に合せて自転車安全利用五則を学ぶ、交通安全教室パッケージ。 

 大人の方に向けた「飲酒運転撲滅にいかのおすし音頭」やプロ 

のスタントマンの交通事故再現による、スケアードストレイト方式 

の交通安全教室との連携も可能です。 

自転車安全利用五則 
 

①自転車は車道が原則、歩道が例外 
②車道は左側を通行 
③歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行 
④安全ルールを守る（飲酒運転、並進、 
  二人乗りの禁止、夜間のライト点灯等） 
⑤子どもはヘルメットを着用 

 

お問い合わせ先  Tel:070-5571-5367   Mail:m-hero@tam-p.jp  NPO法人IMC 黒田昌樹 



 つくば発！の祭ヒーロー“双嵐龍（ソーランドラゴン）がカンボジアの児童養護施設や、タイのお祭りなど、 

外国に行った時の写真や映像、話をきっかけに、子ども達に国際協力の入り口を提起！ 

 同じ地球の上で、今同じ時間を、別の場所で暮らしている子ども達。国や人種は違っても、みんなと 

           同じように笑ったり、歌ったり、踊ったり！していること。でも、学校に通えなかったり 

           子どもなのに働かなければいけなかったり・・・そんな子も実はいることを、日本の 

           子ども達にも少しだけ考えてもらいます。 

             そして、そんな外国の子ども達のために、“できることからはじめよう”を合言葉に、    

            お家にねむっている新品の鉛筆や消しゴムを1つずつ、持ってきてもらい寄付してもら

います。集まった文房具は認定NPO法人「JHP学校をつくる会」とNPO法人“IMC”の連携によ 

り。11月に双嵐龍がタイのシラチャ日本祭に出演するのに合わせて直接タイ・カンボジアの子ども達の 

もとに届けます！その後、その様子の報告にまた学校に訪れることも可能です。 

  こうした活動を通して、子ども達に国際協力・海外支援という大きな活動も、 

みんなの“できることから”はじめられること、そうすることで“誰もがヒーロー 

になれること”を発信します！対象学年に応じて内容の調整も可能です。 

 

お問い合わせ先  Tel:070-5571-5367   Mail:m-hero@tam-p.jp  NPO法人IMC 黒田昌樹 

※スクリーンとプロジェクターのご用意
をよろしくお願いします。 
 
※ 45分～50分の授業時間に合わせ
て内容を構成します。 
 
※1～2年生、3～4年生、5～6年生な
ど、対象学年に応じて内容を柔軟に
調整します。 
 
※高学年に対しては、ヒーローではな
く双子忍者「双龍～ツインズドラゴン」
での対応も可能です。 
 
☆９～11月初旬に1回目実施、文房具
集め→11月後半にタイ・カンボジアに
届ける（→１２～３月に報告を交えた2
回目実施）という流れを想定していま
す。 

 
☆カンボジアで開催される絵画展へ
子ども達が描いた絵を応募して下さる
学校がいましたら、子ども達同士の交
流につなげることも可能です。 



 “双嵐龍(ソーランドラゴン)を運営する祭英雄企画メンバーが、東日本大震災直後の南三

陸町で災害ボランティアセンターの立ち上げと運営をお手伝いさせて頂いたご縁から、南
三陸町を始めとする、東北の被災地でのボランティアショー、ボランティア活動を継続的に
行っています。 

 避難所や仮設住宅への慰問活動からはじまり、商店街やお祭り・イベントでのヒーロー
ショーや、踊りのレクチャー、総踊りなども。 

 また、双嵐龍単独の活動だけでなく、北海道や兵庫など、全国各地のローカルヒーロー
達とも連携・協力し、被災地の子ども達に笑顔を届けるべく継続的に活動しています。 

 本当の“ヒーロー”とは決して姿形がカッコ良く、超人的な力を持った存在では  ない。
自分達が暮らすふるさとを愛し、どんな困難にも決してあきらめず、よりよ い未来のため
に、できることからはじめられる、一人一人のことである・・・。そんなとっても大切なことを
教えてもらった。被災地の人々、子ども達への恩返しです。 

 こうした被災地での活動や現状を、子ども達に画像や映像で紹介する講演会も可能です。 

双嵐龍の東日本大震災被災地復興応援活動 

 ２０１３年５月５日 ↑ 
石巻市の石ノ森萬画館で北海道 
サーモンファイタ−ルイベらと共に 
ボランティアショーを開催！ 
石巻のシージェッター海斗、 
宮城県のBBQ烈怒らも集合！ 

２０１１年６月１８日 
兵庫県の城崎戦隊 
オンセンジャーらと 
南三陸町で縁日！ 
         ↓      
 



  



× ＝ 

 

カンフー摩擦とは 

【お問い合わせ先】 担当：黒田朋樹 Tel:090-8771-9028  Mail:t-kuroda@tam-p.jp  
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各コンテンツの形態・費用について 

希望されるコンテンツによって、必要人員や費用などが大幅に違ってきますが、各コンテンツの基本的な形態・費用は以下の通りです。 

 

【ソーランドラゴン 単発出陣】 
 人数：ヒーロー2人のみ＋MC・ 音響 2〜4人 
 移動・運搬車両：１〜２台 
 内容：踊りのレクチャー、和芸、握手会、写真撮   
     影会、ゲスト出演 など 
 時間：10〜40分  
 費用：１万円〜3万円 ※出せる範囲で 

【ソーランドラゴン ヒーローショー】 
 人数：ヒーロー2人＋敵キャラ１〜3人＋サブキャラなど 
     ＋MC・音響・声優スタッフ含めた5〜10人体制 
 移動・運搬車両：2〜４台 
 内容：立ち回りありの本格ヒーローショー30分に加え 
     踊りのレクチャー、演舞パフォーマンス、 
    握手会、写真撮影会など 

 時間：30〜60分 費用：5万円〜8万円 ※出せる範囲で 

※ また、別途交通費やお昼をまたぐ場合の食事、こちらで用意する必要がある場合は音響機材レンタル費などを頂く場合もございます。 

※ 全てのコンテンツにおいて、幼稚園・保育園・学校用の特別価格での提示となっておりますが、内容や費用の柔軟なご相 
  談も受け付けております。詳細な個別資料もございます。お気軽に詳細をお問い合わせ下さい。 
※3万円が基本価格ですが足りない分は個人や企業様のサポーターからの寄付金で補てんします。各学校のご予算に合わせご相談下

さい。ボランティアでの対応等もしておりますが、その際は特に授業の後にサポーター一覧が載った復習プリントを配らせていただけると
大変ありがたいです。 
 
※ 特に、祭ヒーロー“舞神 双嵐龍（ぶじんソーランドラゴン）”の活動は、“ヒーロー”という特性上、 子ども達のために呼びたい 

  と言っていただいているのに、予算が見合わずにお断りするようなことは基本的にしておりません。 
  例えば、出演人数を減らしたミニショーや、ヒーロー一体での出陣など、ご相談次第でご希望に沿えるよう柔軟に対応しております。 

※ 踊りの訪問レクチャー等少人数での出陣や、児童養護施設、東北などの被災地への慰問や出演活動などは最低限の交通費のみ 
  で出陣したり、交通費まで持ち出しの全くのボランティアで行う場合もあります。ご予算が充分にない場合もお気軽にご相談下さい。 
※ ただ、そうした活動も末永く続けていきたいと思っておりますので、逆にご予算がある程度確保できるご依頼先様には、頂けるご予算

を頂き、ご依頼して頂くことをお願いしております。ご理解・ご協力よろしくお願い致します。 

【カンフー摩擦・アクション教室 】 
 人数：運動講師１〜2人体制 
   (受講人数に応じて増員も可能) 
 移動・運搬車両：１台 
 時間：20〜90分まで、柔軟に対応します 
 費用：1万円〜3万円 ※出せる範囲で 

【双子アクション大道芸】 
 派遣人員：パフォーマー 2人体制 
 移動・運搬車両：１台 
 時間：10〜40分、一日3回まで 
 費用：1万円～3万円 ※出せる範囲で 



【特定非営利活動法人I.M.Cとは】 
 

＜団体名＞特定非営利活動法人I.M.C 
＜本拠地＞〒305-8571茨城県つくば市並木3−18−3 

＜設立＞1999年3月 ＜理事長＞千ヶ崎勝己  

  

 1999年3月、茨城県で3番目に特定非営利活動
法人(NPO)として認証される。主な事業は途上国
の支援活動、国際協力活動、自立支援活動、青
少年の健全育成、社会教育の推進等、タイ、ラオ
ス、バングラディッシュ、スリランカなどでの活動の
中で。世界的に広がる薬物問題に問題意識を持
ち、2002年9月、2003年11月につくば市でストップ・
ザ・ドラッグ チャリティコンサートを実施。 
 その後も継続的に、国際協力活動や、イベント
などでの薬物乱用撲滅の活動に邁進してきた。 

 今回、新加入した若きメンバーの情熱により、
ソーランドラゴンの活動の支援に乗り出す。 
 

《お問い合わせ先》 

特定非営利活動法人 I . M . Cイベント事業部長  

祭英雄企画（まつりヒーロープロジェクト ）代表  

黒 田 昌 樹   

Tel:070-5571-5365  Mail:m-kuroda@tam-p.jp  

【祭英雄企画(まつりヒーロープロジェクト)とは】 

               
＜団体名＞祭英雄企画（まつりヒーロープロジェクト）  

＜本拠地＞〒305-0821茨城県つくば市春日3−7−10−102  

＜設立＞2010年4月1日 ＜代表＞黒田昌樹  
 
   祭ヒーローキャラクター「舞神 双龍嵐（ぶじんソーラン

ドラゴン）」の活動を通して、“一人ひとりがヒーロー
だ！”を合い言葉に、祭や地域、そして日本の！地球
の！！未来を担う“ヒーロー”という人材を一人でも多く
育てるべく熱いメッセージを発信していきます。 

    スタントマンやスーツアクターの経験がある者、かつ
てヒーローショーの出演や運営に関わったことのある
メンバーを中心に、学生、地域の若者、社会人など、
地域と祭りとヒーローと、YOSAKOIソーランを愛する有
志メンバーが集まり、本格的なアクションと、体いっぱ
いに楽しむ踊りで、それらにのせた熱い想いを届ける
べく活動しています。 

 
 双嵐龍HP→http://www.tam-p.jp/sohrandragon 

双嵐龍blog→http://sohrandragon.tsukuba.ch/  


