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大人大人大人大人もももも子供子供子供子供もももも
障害障害障害障害のののの有無有無有無有無もももも

人種人種人種人種もももも性格性格性格性格もももも環境環境環境環境もももも
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Happy SpiralHappy SpiralHappy SpiralHappy Spiral ×××× Special Thanks Special Thanks Special Thanks Special Thanks 高津宮高津宮高津宮高津宮

＜HP＞http://happyspiral.strikingly.com/ ＜FB＞https://www.facebook.com/happyspiral38/
【主催】Happy Spiral実行委員 代表：焼酎ぎゃらりぃさわ 橋本圭子 ＜Mail＞info.happyspiral@gmail.com TEL:080-3832-6651
【協力】大阪ぐりぐりマルシェ / ㈱RPGエンターテインメント / Angeltip / アトリエSUYO / ギャラリーとよた店 / 日本⺟親連盟大阪支部

ボランティアボランティアボランティアボランティア
スタッフ募集中スタッフ募集中スタッフ募集中スタッフ募集中

このイベントを一緒に
盛りあげて行きませんか？

ご興味ある方は
お問い合わせください
皆さまのお気持ちを

お待ちしています
開催場所：高津宮（高津神社）住所：大阪市中央区高津1丁目1番29号アクセス：谷町九丁目駅2番出口徒歩5分http://www.kouzu.or.jp/

このイベントはペイフォワードの考えに基づき開催しています

あなたも
Happyのバトンを

贈る一人になってください
そして

そのバトンでみんなを
笑顔にしてあげてください

Happyの循環
いつまでも どこまでも

未来に向かって
永遠に…

高津宮
松屋町筋

谷町筋
大阪メトロ谷町線

千日前通 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目駅
②番出口

ファミリーマート

コインパーキング

＜ご支援・ご協賛について Please Donate!!＞この活動を継続しさらなる目的を結実するためにもご支援ご賛同をいただきたく 是非ともご協力をお願いしますイベント趣旨に賛同し協力をしてくださる企業や個人の皆さまからのご支援を募集していますお寄せいただいたご寄付・協賛金・イベント収益などの収入から運営費を除いた全てを今後のプロジェクト活動資金に充てご協力いただいた皆様やイベントに参加された皆様すべての方々に目で見える形で還元いたします

今 ここ
自分…

イベント会場は階段や
段差が多くあります

決してバリアフリーではありません
だからこそ

障がいの有無にかかわらず
一人ひとりが周りの人を思いやり

福祉を強調することなく
ひとつの空間で助け合いながら

誰もがみんな楽しむこと
「心のバリアフリー」を目的と

して運営しています

HappyHappyHappyHappyのバトンでのバトンでのバトンでのバトンで未来未来未来未来をををを変変変変えようえようえようえよう！！！！

あなたあなたあなたあなたのHappyから始まる Happy Spiral
一緒にHappyのバトンをステキな未来に繋いでいきませんか

人はひとりでは生きてはいけません
身近な家族や友人はもちろん その周りの誰か そしてさらにその先の
いろんな繋がりからのたくさんの恩恵に支えられて生きています
その恩恵を直接相手に返すことをペイバック（恩返し）
恩恵を受けた人が別の人へ贈ることをペイフォワード（恩贈り）
「情けは人のためならず」人に親切にすれば必ず巡り巡って自分に
還ってくるという日本人の素晴らしい考え方
自分がHappyだと感じたときその気持ちを誰かに受け取って欲しいと
思ったことはありませんか？
そのHappyはいろんな人との繋がりがあってこその“みんなのHappy”
あなたのHappyが誰かの心を動かし いずれ巡り巡って世界中が幸せで満たされる…
どうか あなたの優しさをこの先に繋がるかもしれない誰かのために贈ってください
未来へ繋がっていきますようにという願いを込めて･･･

Happy Spiral実行委員 代表 橋本圭子

ごごごご縁縁縁縁をををを結結結結ぶぶぶぶ
パワースポットでパワースポットでパワースポットでパワースポットで
みんなみんなみんなみんなのののの愛愛愛愛がががが
あふれますあふれますあふれますあふれます
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1111１１１１：：：：００００００００～～～～１７１７１７１７：：：：3333００００ 小雨小雨小雨小雨決行決行決行決行

いろんなマルシェ終日開催！
野外ステージでの音楽ライブ
大道芸人によるパフォーマンス
ドキュメンタリー映画の上映会

お話会やトークセッション
和太鼓音浴セラピーetc…
HappyHappyHappyHappy SpiralSpiralSpiralSpiralプロジェクトとはプロジェクトとはプロジェクトとはプロジェクトとは…………

子どもたちの未来のために境界のない世界を！
ヒト・モノ・コト すべてにおいて今 私たちができること…

熱い志の仲間で開催する愛の詰まったイベントです



①②③に参加して
ココロに感じたHappｙを

次の誰かに繋いでください

みんなのみんなのみんなのみんなの気持気持気持気持ちとちとちとちと気持気持気持気持ちをちをちをちを
HappyHappyHappyHappyでででで繋繋繋繋げるバトンリレーげるバトンリレーげるバトンリレーげるバトンリレー

チケットの購入はホームページから
携帯でQRからアクセス

中学生以下前売・当日共に
￥1,000 未就学児は無料
是非お子様もご一緒に！

境内入場無料命の贈りもの
Happy Spiralマルシェ
作り手の想いや命をいただく
大切さを肌で感じるマーケット

見て！話して！味わって！繋がって！
こだわりの出展者さんが境内に勢ぞろい！

協力：大阪ぐりぐりマルシェ
11：00～17：00境内全面にて終日開催

社務所

WC

富亭

受付

本殿
会場B
会場A表参道

ステージ

会場MAP

マルシェマルシェマルシェ
マルシェマルシェマルシェ

マルシェマルシェマルシェ

16：10～17：30館内A会場

心の癒し

涙は心の自然治癒力
泣きたいときは泣けばいい

子育てカウンセラー/感情のスペシャリスト
トーク：下和田実さん

なぜ子どもは泣くのでしょうか？あなた自身も泣くことを止めてしまっていませんか？涙のしずくで心の扉を開き今を生きる多くのヒントを受け取ってください

有料前売 ￥1,500当日 ￥2,000トークセッション大人だって泣いていいんです

さまざまな子どもたちが産まれる
前の記憶を語るドキュメンタリー

生まれてきたわけを考えたことはありますか
私たちはお母さんのお腹の中に宿る前から
ちゃんと意志を持って生まれてくるそうです
子どもたちのメッセージから心に響く何か
を感じてください

協力/生まれてきてくれてありがとう主宰Angeltip代表：藤原真澄さん
13：15～15：00館内A会場

愛の気づき

有料前売 ￥1,500当日 ￥2,000
上映会「かみさまとのやくそく」

前売チケットは
お振込にて承ります

チケットの引渡しは当日
11:00より会場受付で

お渡しいたします
開催直前は混雑が

予想されます
できるだけお早めに

お越しください

視覚・聴覚の概念を超えた関東で話題の和太鼓セラピー

11：30～13：00館内B会場

魂に語る和太鼓音浴ヒーリング響沁浴 kyou-shin-yoku
暗闇でしか聞こえない音があり
目を閉じはじめて見える色がある
生まれつき盲ろう者の方が
生まれて初めて音が聴こえた
初めて色が見えたと…
音の波動はお腹の中の赤ちゃんを
包んで癒す子守歌 母の心にも
優しい光を照らします
潜在意識に語りかけ 魂に響く
演奏をお届けします

演奏/和太鼓千代組 和太鼓奏者：千代園剛さん

有料前売 ￥3,000当日 ￥3,500

ペイフォワードチケット制を導入しています
あなたのHappyをチケットに託して誰かのために贈ってあげてくださいチケットを購入いただくことで当日会場に来れない方もプロジェクトに参加できます

未来へ繋げるHappy SpiralあなたもHappyのバトンを贈る一人になってください

一日中楽しめてみんな一日中楽しめてみんな一日中楽しめてみんな一日中楽しめてみんなのココロに寄り添うのココロに寄り添うのココロに寄り添うのココロに寄り添うHappyHappyHappyHappyな催しが盛りだくさんな催しが盛りだくさんな催しが盛りだくさんな催しが盛りだくさん！！！！

希望のメロディ

大好きなことを好きな人に
感謝を込めて伝えたい！

障害を持った仲間とミュージシャンが出会い楽しい表現活動をするパフォーミンググループ

大阪チャチャチャバンド
観る人の心を魅了し生きる力を与えてくれる素晴らしい演奏をお楽しみください 管楽器コンサートや音楽ライブ

ダンスにパフォーマーetc…
個性溢れる妙技で釘付けにする
素晴らしい大道芸人が大集合！野外ステージ終日開催

夢のカタチ
笑顔が生まれるエンターテインメント

親子の絆
講演会＆パネルディスカッション「ええやん！そのままで」

障害と向き合い学び乗り越えて
生きる親子のエピソード
子は育ち 親も育つ！生きづらさから
生きやすさへ変わる自分らしく楽しく生きる
ための愛が詰まったお話がいっぱい！

講演/子どもたちの笑顔のためにママの笑顔を輝かせる会
「ハハエミ～母笑」主宰/BABEL CAFE店主：與倉裕子さん

パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション
司会進行：Angeltip代表 藤原真澄さん
パネラー：與倉裕子さん・下和田実さん他

15：10～16：00館内A会場

入場無料

本イベントは開催趣旨に賛同くださいました高津宮さまのご理解・ご協力により開催しています また 多くの皆さまにもご支援ご協力をいただきました 皆さまに深く感謝申し上げるとともに 今後ともご支援・ご協力くださいますようお願い申し上げます

野外ステージ
詳細はHPで！

ペイフォワードチケットを受け取れます！
皆さまからいただいたお気持ちで①②③いずれかにご参加いただけます当日受付でペイフォワードチケット利用とお申し出ください

Happyを待っている方へ

野外ステージ無料

他にも！
みんなで繋がるヨガや各種ワークショップなどいろんな催しがてんこ盛り～！野外ステージプログラムやマルシェ出店店舗などの詳細はFacebookやホームページにてご案内します

イベントの詳細は HP http://happyspiral.strikingly.com/ FB https://www.facebook.com/happyspiral38/ からご確認ください

②②②②モノローグモノローグモノローグモノローグ
monologuemonologuemonologuemonologue

①①①①プロローグプロローグプロローグプロローグ
ProloguePrologueProloguePrologue

③③③③エピローグエピローグエピローグエピローグ
epilogueepilogueepilogueepilogue

あなたのHappyを待っている人がいます
参加したくてもお金がなくて

困っている方のために
あなたのHappyをチケットに

託して贈ってください
Happyのバトンリレーへの

ご理解・ご協力を
お願いします

チケット1枚で①または②に参加
チケット2枚で③に参加可能

※数に限りがございます
※お早めにお越しください

チケット1枚 ¥1,500※1枚よりお振込にて承ります
※当日もお受けいたします


