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神奈川を中心に活動をしている。
親しみやすい笑顔と、心にしみる歌声に元気と勇気をもらえると、笑顔の
輪が広がっている。
2013-2014 シーズンより現在、プロバスケットボール 横浜 B-CORSAIRSの
オフィシャル応援ソング『We are B-CORSAIRS』を歌っている。
神奈川県警から委嘱を受け、詐欺撲滅ソングで、注意喚起を呼びかける活動
もしている。
いじめや暴力被害が、なくなりますようにという思いから、ステップハウス
共同の家プアンへの募金活動を 2009 年より継続中。

http://eyesvoice.net/

Eyes’
歌手
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生年月日：1978 年 1 月 23 日（42 歳）
出身：北海道
所属：三菱商事株式会社
クラブチーム：TOKYO SUNS（東京）
背番号：7
クラス：3.0
略歴：車いすバスケットボールから 2008 年、車いすラグビーに転向。2010年 4 月、
車いすラグビー日本代表に選出され、数々の国際大会でベストプレーヤー賞を受賞。
2016年リオパラリンピックでは、エースとして日本代表チームをけん引し、銅メダル
を獲得。2018 年の世界選手権でも初優勝の原動力となり、同大会 MVP を獲得した。
2019 年東京体育館で行われた車いすラグビーワールドチャレンジ 2019 で 3 位の成績
を納める。2019 年新しく創設されたクラブチーム「TOKYO SUNS」で日本選手権に
初出場・初制覇の偉業を遂げる。

池崎 大輔（いけざき だいすけ）

車いすラグビー選手



1988 年 12 月 8日生まれ、兵庫県出身。

独立リーグ・ルートインBCリーグ、神奈川フューチャードリームス所属。

ドラフト3位で北海道日本ハムファイターズに加入。その後、読売ジャイアンツ

に移籍。

富山GRNサンダーバーズを経て2020年神奈川フューチャードリームスに加入。

抜群のコントロールと高い奪三振率を武器に、参入初年度優勝の胴上げ

投手となった。

乾 真大（いぬい まさひろ）

プロ野球選手

©Kanagawa Future Dreams
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全日本選手権 3回優勝

アジア大会優勝

世界無差別選手権　3位

王子谷 剛志（おうじたに たけし）

柔道選手

令和 2年12月作成
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©SHONAN BELLMARE

1996年7月27日生まれ、千葉県出身。サッカーJリーグ、湘南ベルマーレ所属。

中央大学在学中の 2018 年は湘南ベルマーレ特別指定選手として既にトップ

チームに帯同し、シーズン終盤には J1 リーグ戦に出場、プロデビューを

果たした。豊富な運動量と多彩な得点パターンで、どこからでもゴールを

狙うことができるストライカー。

大橋 祐紀（おおはし ゆうき）

プロサッカー選手



１９４７年滋賀県生まれ。教育評論家。早稲田大学卒業後、私立海城高校、

東京都公立中学校教師として、２２年間ユニークで創造的な教育実践を

展開。その後２２年間大学教育に携わり、合計４４年間教壇に立つ。

２００４年に法政大学キャリアデザイン学部教授に就任。２０１２年４月

法政大学教職課程センター長・教授。定年退官後、現在は法政大学名誉教授。

フジテレビ「ホンマでっか !?TV」、E テレ「ウワサの保護者会」などの

多数の情報・バラエティ・教養番組にも出演。「尾木ママ」の愛称で幼児

からお年寄りにまで親しまれている。

尾木 直樹（おぎ なおき）

教育評論家／法政大学名誉教授

令和 2年12月作成
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1950年東京生まれ。

NHK「おかあさんといっしょ」5代目歌のおにいさん。

すずめがサンバ、ブー！スカ・パーティー！等多数を詩曲。

ロックバンド「サルサガムテープ」を結成！26年間活動。

音楽やアートを主軸とする全肯定型福祉事業所「NPO 法人ハイテンション」

を設立。

かしわ哲（かしわ てつ）

サルサガムテープ代表 /NPO法人ハイテンション理事長

「仲間がいないと　ひとりでは　なにも出来ない！

　仲間がいると　夢は　いつの日にか　ほんとうになるよ！」



1985 年誕生。東京都出身。５歳から母の師事で書を始める。

２０歳、銀座書廊で個展。その後、法隆寺、東大寺、薬師寺、延暦寺、中尊寺、

建仁寺、熊野大社、厳島神社、三輪明神大神神社、大宰府天満宮、伊勢神宮、

春日大社等で個展・奉納揮毫。福岡県立美術館、愛媛県立美術館等で個展、

ニューヨーク、チェコ、シンガポール、ドバイ、ロシア等で個展を開催する。

NHK 大河ドラマ「平清盛」揮毫。国体の開会式や天皇の御製を揮毫。

紺綬褒章受章。

日本福祉大学客員准教授。文部科学省スペシャルサポート大使。

東京 2020 公式アートポスター制作

金澤 翔子（かなざわ　しょうこ）

書家

令和 2年12 月作成



雲外蒼天の意

困難を乗り越え、努力して克服すれば、快い青空が望める

という意味。絶望してはいけないという激励のことば。

【出典】日本実業出版社 ( 著：真藤 建志郎 )「 四字熟語の辞典 」より抜粋

金澤翔子氏からのメッセージ

蒼天が望める日は必ず来ます。

未 曾 有 の 困 難 な 時 代 で あ り ま す が 、 共 に 手 を 携 え 、

皆で乗り越えていきましょう。



京都府の各児童相談所で心理判定員（児童心理司）及び児童福祉司等として

約 30年あまり相談業務に従事。2007 年 4 月から子どもの虹情報研修

センター研究部長となり、2015 年 4 月からセンター長。

著書に、『虐待死－なぜ起きるのか　どう防ぐか』（岩波新書）、『児童虐待

－現場からの提言』（岩波新書）、『うちに帰りたくないときによむ本』

（監修 少年写真新聞社）、『虐待「嬰児殺」事例と歴史的考察から考える

子ども虐待死』（編著 福村出版）、『日本の児童相談－先達に学ぶ援助の技』

（編著 明石書店）など。

川崎 二三彦（かわさき ふみひこ）

子どもの虹情報研修センター　センター長

令和 2年12 月作成



神奈川県横浜市出身。桐朋学園演劇科に学び、早稲田小劇場を経て新国劇へ。
NHK 朝の連続テレビ小説『いちばん星』で主役デビュー。1999 年に横浜夢座を旗揚げする。
◇主な受賞歴
1996 年：ひとり芝居『横浜ローザ』で横浜文化奨励賞受賞
2012 年：横浜文化賞
2015 年：神奈川文化賞
2018 年：東久邇宮文化褒賞
◇主な舞台出演作品

『三銃士』『トロイアの女』『夢、ハムレットの』『ダブル・アクト』『かくれんぼ』『瞼の母』
◇主な映画出演作品

『DEATH NOTE』『プライド』『ヨコハマメリー』『Blue Eyes - in HARBOR TALE -』
◇主なテレビ出演作品

『独眼竜政宗』『蝉しぐれ』『春の砂漠』『芙蓉の人』『今朝の秋』
◇著　書

『ＲＯＳＡ　横浜ローザ、２５年目の手紙』

五大 路子（ごだい みちこ）

女優 /横浜夢座座長

令和 2年12月作成
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© 二石 友希

演出家、俳優。1957年、京都府生まれ。2002年まで「遊◎機械/全自動シアター」

主宰。現在は演出家としてストレートプレイからミュージカル、オペラまで

数多くの作品を手掛ける。俳優としても舞台・映像で活躍中。近年の演出

作品に『銀河鉄道の夜 2020』（20）、『アルトゥロ・ウイの興隆』（20）、

『恐るべき子供たち』（19）、『華氏451度』（18）など。読売演劇大賞優秀演出家賞、

『偶然の音楽』にて湯浅芳子賞 ( 脚本部門 )、まつもと市民オペラ『魔笛』

にて佐川吉男音楽賞、『バリーターク』にて小田島雄志・翻訳戯曲賞などの

受賞歴がある。2014 年、KAAT神奈川芸術劇場芸術参与に就任、16年、

同芸術監督に就任。　

白井 晃（しらい あきら）

KAAT神奈川芸術劇場 芸術監督



1998 年 4 月 10 日生まれ、神奈川県相模原市南区出身。
独立リーグ・ルートイン BC リーグ、神奈川フューチャードリームス所属。
麻溝台高校ではバドミントン部所属、現在中央大学 4 年生（野球部未所属）。
硬式野球経験がないという異例の経歴をもちながら、硬式球で最速
150km/h を投げる身体能力の高さを持ち合わせている。

令和 2年12月作成

©Kanagawa Future Dreams

杉浦 健二郎（すぎうら けんじろう）

プロ野球選手



神奈川県藤沢市出身、慶應義塾大学経済学部卒業
２００３年日本テレビに入社し、「NEWS　ZERO」「真相報道バンキシャ！」
現在は「news every.」と、これまで報道キャスターを務めて約１4 年。
東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨など被災地取材を通じて、

「防災」がライフワークとなり、防災士として啓発活動も行う。

令和 2年12月作成

鈴江 奈々（すずえ なな）

日本テレビアナウンサー



1972 年 1 月 16 日生まれ。東京都出身。

平成 5 年 1 月 コンビ『ナイトシフト』結成。

平成 6 年 6 月 解散。

現在は一人で活躍中。

東京　北千住生まれの下町育ち。

この笑顔とおだやかな口調ながらするどい切り口のトークが特徴。

また自身のネット中傷被害の経験を生かし、講演活動を行っている。

令和 2 年  一般社団法人インターネット・ヒューマンライツ協会を立ち上げ

代表に就任する。

スマイリーキクチ

タレント

令和 2年12月作成
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神奈川県横浜市生まれ。フェリス女学院中学・高等学校出身のお嬢様芸人

としてデビュー。現在は、時事 YouTuber として若者に社会問題を身近

に伝える。若者と政治をつなぐため、株式会社笑下村塾を設立し、

全国の学校へ出張授業を届けている。お笑いを通して社会問題を発信中。

社会風刺ネタを寄席でやることも。著書に『政治の絵本』『お笑い芸人と

学ぶ 13 歳からの SDGs』。

たかまつなな
時事 YouTuber



大阪生まれ。

学校卒業後、郵船クルーズに入社。客船「飛鳥」にパーサーとして勤務。

25 歳の時、脊髄の血管の病気を発症し、車椅子生活になる。

退院後、友人の誘いでビームライフル（光線銃）射撃を始め、その後実弾を

使用するライフル射撃（エアーライフル銃、22 口径火薬ライフル銃、）に転向。

アテネ、北京、ロンドンと３大会連続でパラリンピックに出場。アテネでは

７位、北京では８位に入賞。現在は日本郵船（株）広報グループ社会貢献

チームに勤務。

田口 亜希（たぐち あき）

パラリンピック射撃元日本代表

令和 2年12月作成

© 竹見 脩吾



愛知県名古屋市出身。

東京女子大学文理学部社会学科卒業。

NHK「中学生群像」出演を経て、1973年NHK銀河テレビ小説『波の塔』

で本格デビュー。映画『男はつらいよ』のマドンナ役を 3 度務め、『学校』

では第 17回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞。また、2007 年に舞台

『朝焼けのマンハッタン』『海と日傘』で第 42 回紀伊國屋演劇賞個人賞、

2015年に第 66 回日本放送協会放送文化賞を受賞、2019 年には文化庁長官

表彰を受ける。

テレビ・映画・舞台などへの出演の他、2005 年の日本国際博覧会「愛・地球博」

日本館総館長をはじめ、国連 WFP 協会親善大使、ぎふ木遊館名誉館長、

日本モンキーセンター親善大使など幅広く活動している。

竹下 景子（たけした けいこ）

俳優

令和 2年12 月作成
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1997年12月14日生まれ、三重県出身。サッカーJリーグ、湘南ベルマーレ所属。

日本大学在学中の 2019 年は特別指定選手として湘南ベルマーレに登録され、

同大学を卒業した 2020 年、プロとしてのキャリアをスタートさせた。

優れた身体能力と高い集中力を活かした粘り強い守備で、チームを後ろから

支える。

舘 幸希（たち こうき）

プロサッカー選手

©SHONAN BELLMARE
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ニューヨークを拠点に活動し、カーネギーホールなどで聴衆を熱狂させて

いるピアニスト。

輝かしいキャリアの途中で、突如ジストニアという難病に冒されながらも、

懸命なリハビリの末、７本指で再起を果たした奇跡の音楽家。ようやく

動かせるようになった７本指の演奏は、魂を揺さぶる唯一無二の演奏を

奏でるようになっていた。公演で世界を飛び回る傍ら、PanasonicのCMや

映画「栞」の主題歌に起用される。2019 年にはベストドレッサー賞を

受賞するなど、今、世界中から注目を集める。

西川 悟平（にしかわ ごへい）

7本指のピアニスト
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生年月日：1984 年 11 月 12 日（36 歳）
出身：千葉
所属：ペプチドリーム株式会社
クラブチーム：AXE（埼玉）
背番号：4
クラス：2.0
略歴：幼少期から野球を続け、事故で頸髄を損傷した後、20 歳より車いすラグビーを
始める。2012年、ロンドンパラリンピックは最終選考でもれる。2016年リオパラ
リンピックでは、初のパラリンピックでありながらも銅メダルを獲得した。2018年
より副キャプテンとして、精神的な支柱としてチームを献身的に支え、同年 8 月の
世界選手権の優勝に大きく貢献した。2019 年東京体育館で行われた車いすラグビー
ワールドチャレンジ 2019 は 3 位。

羽賀 理之（はが まさゆき）

車いすラグビー選手



当初は日立製作所、日立ビルシステム等で創造性の研究、実践（作業改善など）・

教育などを担当してきました。

1. 受賞暦

読売国際漫画大賞：金賞 2 回、平成元年：中国嘉興漫画展 2 点入選 他多数

2. 発行本

「あっ！地球が…」京都大学総長尾池和夫先生原作を漫画化

3. 継続的な活動

神奈川県人権メッセージ展子供ぬりえ担当…平成 26 年より

小田原梅香園（漫画・ＰＣ）講師…平成 29 年より

卓上カレンダー 2021 年度で 15 年目

会社の教育資料の漫画家（日立関係、ＴＤＫ他）

学校のイジメや差別を無くすることを目的にした漫画創作

はせべくにひこ
(公益財団法人）日本漫画家協会　参与

令和 2年12 月作成
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2002年1月20日生まれ、東京都出身。サッカーJリーグ、湘南ベルマーレ所属。

全国高校選手権に出場した 2019 年には優秀選手に選出され、以後世代別

日本代表にもコンスタントに招集されている。試合終盤でも落ちない

スピードと運動量を活かし、チームの攻撃を加速させる。

畑 大雅（はた たいが）

プロサッカー選手

©SHONAN BELLMARE
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1981年10月17日、大阪府吹田市生まれ、藤沢市在住。ラグビー元日本代表

キャプテン。ポジションはウイング、スタンドオフ。

2015年W杯の日本代表に選ばれ、南アフリカ戦ではチーム団結を促し勝利に

貢献した。2019 年 7月－ 9 月まで TBSで放映された「ノーサイド・ゲーム」

では浜畑譲役を熱演した。

現在は、ラグビーワールドカップ2019アンバサダー／スポーツボランティア

協会代表理事／認定NPO法人 Doooooooo 理事／一般社団法人 キャプテン塾

代表理事／一般社団法人 　慶應ラグビー倶楽部 理事／株式会社 HiRAKU

代表取締役など多彩な分野で活躍中。

廣瀬 俊朗（ひろせ としあき）

ラグビー元日本代表キャプテン
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1981 年生まれ、静岡県富士宮市出身。

日本体育大学を卒業後、アルビレックス新潟レディースで活躍。引退後は

指導者として、アスルクラロ沼津女子チーム監督等を経て、2017 シーズン

から大和シルフィードの監督に就任。

2020 シーズンは、なでしこリーグ 1 部 2 部合わせて 20 チームで唯一の女性

監督として指揮をとる。

JFA公認A級ライセンス保有。現在はチームを率いるのと同時に、「WEリーグ

所属のチーム及びWEリーグ所属のプロ選手の指導ができる人材を養成すると

同時に、世界のサッカー界における女性指導者のリーダーとなる人材を育成

する」ことを目的に日本サッカー協会に新設された Associate-Pro (A-Pro) 

コーチ養成講習会の受講も進めている。

藤巻 藍子 ( ふじまき あいこ）

大和シルフィード監督



１９３４年京都府生まれ。京都大卒業後、１９６１年検事任官。１９７６

年東京地検特捜部検事としてロッキード事件捜査を担当。９１年に退官、

弁護士登録。さわやか法律事務所及びさわやか福祉推進センター（２０１０年

４月に公益財団法人化）開設。

にっぽん子育て応援団団長、「高齢社会ＮＧＯ連携協議会」共同代表、厚生

労働省の高齢者介護研究会座長、日本プロサッカーリーグ裁定委員会

委員長などを務める。

さわやか福祉財団会長として国や市町村に提言するなど、全国各地で強力に

絆のある地域づくりを推進中。近著に「初めて部下を持つあなたへ」（こう

書房）、『「共助」のちから』（実務教育出版）など。

堀田 力（ほった つとむ）

さわやか福祉財団会長

令和 2年12月作成



TVアニメ「ポケットモンスター」のサトシ役。主題歌はWミリオンを記録し、

女性で初めて仮面ライダー龍騎の主題歌を歌うなどその歌声は世代を

問わず多くの人の心を掴み、声優として歌手として世界各国でライブや

イベントを行う。

また、現在NHKで放送中のアニメ『WASHIMO』や、数多くの洋画などで

主演を務めている。去年全国リリースしたCD付き絵本「ゆめらっちょ！」

では、原作・イラスト・ナレーション・主題歌の全てを手掛け、さらに日本

文化の海外への発信を担う「クールジャパン・アンバサダー」の任命を

受けるなど、多方面で活躍している。

松本 梨香（まつもと りか）

歌手 /声優 /女優

令和 2年12月作成



令和 2年12月作成

©YOKOHAMAFC

1979年 9月 30日生まれ、神奈川県出身。

サッカー Jリーグ横浜FC所属、2020年シーズンキャプテン。

静岡学園高校卒業後、柏レイソルでプロとしてのキャリアをスタート。

横浜 FCには 2014 年に加入。2020年は13年ぶりに J1 に復帰したチームを

キャプテンとして最後尾から鼓舞する。

南 雄太（みなみ ゆうた）

プロサッカー選手



1985 年テレビアニメ「機動戦士Ζガンダム」の主題歌で歌手デビュー。

音楽活動と並行し、バラエティをはじめ様々なジャンルで活躍。1991年に

映画「機動戦士ガンダム F91」の主題歌がヒットし、同年から 6 年連続で

NHK「紅白歌合戦」に出場。2019年にカバー＆セルフカバーしたアルバム

『GUNDAM SONG COVERS』をリリース。オリコンウイークリーチャート

3 位を獲得し、日本レコード大賞にて企画賞を受賞した。2020 年はデビュー

35周年を迎え、前作の続編として『GUNDAM SONG COVERS ２』をリリース。

オリコンウィークリー、Billboard JAPAN 共に週間アルバム・ランキング

２位を獲得！アルバムCDセールス累計20万枚を突破し、進化した歌声が

再注目された。

森口 博子（もりぐち ひろこ）

歌手 /タレント

令和 2年12 月作成



'70年「ちびっこ大喜利」レギュラーコーナー出演。'73 年「ずうとるび」

として歌手デビュー。'75 年「みかん色の恋」がヒットし、紅白出場。

'84 年「笑点」座布団運びに就任。

米映画「太陽の帝国」（スピルバーグ監督）出演。鈴々舎鈴丸の名前で

落語活動など幅広い活躍を続けている。

現在、青年芸術家協会副会長を務める。

山田 たかお（やまだ たかお）

歌手 /タレント /落語家 /俳優

令和 2年12月作成



神奈川県児童相談所一時保護所児童指導員、児童福祉司を経て、現在は

沖縄大学人文学部教授。「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク

世話人。著書に『子どもに貧困を押しつける国・日本』（光文社新書）、

編著書に『外国人の子ども白書』（明石書店）などがある。

山野 良一（やまの りょういち）

沖縄大学教授

令和 2年12月作成

コロナの影響には格差がある！

　コロナ以前にも子どもの世界の大きな格差がありました。

給食が栄養源になっている、家庭に居場所がない、

集団生活を余儀なくされる子どもたちの存在。

いま、そんな子どもほどコロナのリスクに無防備に

さらされているのではと心配しています。



横浜国立大学教育学部卒業。筑波大学大学院環境科学研究科修了。世界で

初めてクローンマウスを実現した弟の若山照彦を描いた「リアルクローン」で

第６回小学館ノンフィクション大賞優秀賞受賞。高校教員を退職後、社会

福祉法人心の会を創設。平成２４年特別養護老人ホームさくらの里山科を

設立。全国でも稀なペットと暮らせる特別養護老人ホームとして運営する。

日本動物愛護協会主催日本動物愛護大賞社会貢献賞受賞。環境省主催令和

元年度動物愛護週間中央イベントにて基調講演担当。令和２年６月、

「看取り犬・文福　～人の命に寄り添う奇跡のペット物語」を執筆、宝島社

より出版。読売新聞の福祉・医療情報サイト「ヨミドクター」でコラムを

連載中。

若山 三千彦（わかやま みちひこ）

特別養護老人ホームさくらの里山科施設長

令和 2年12月作成



令和 2年12月作成

昭和 43年から横浜高校野球部監督を務め、甲子園では通算 51勝、春夏

合わせて5度の優勝を誇る。多くのプロ野球選手を輩出し、平成27年に勇退。

渡辺 元智（わたなべ もとのり）

横浜高校野球部 元監督


