
５リズム®、福祉へのプロポーザル 

積極的に福祉活動に参画していきます。 
５リズムがどのように障がいのある人に効果があるのか、 

どのようなアプローチをしていくのか、 
ご一読の上、興味を持たれましたら、お気軽にお問い合わせください。 

雅代ベノア　２０１７年１２月３１日 



５リズム®とは？ 

５リズム®とは、ガブリエル・ロスによって作られ、世界各国で練習されている、 
ダンスをツールにしたムーブメントのメソッドです。 

見せるためのダンスではなく、「自分で感じるための」ダンス。 
自分の体がどう動きたいか、体に任せてダンスをします。 
パフォーマンスではないので、できる、できないという問題ではなく、 
好奇心と向上心がある方なら、どなたでも、どんな年齢の方でも参加いただけます。 

５リズム®とは、文字どおり、５つのリズムを踊っていくのですが、 
それらの５つは世の中の全てに当てはまる、という考えで、自然の摂理に則った５つの動きを身体の中に 
もう一度呼び戻し、同期させるとともに、人生をダンスフロアに置き換え、自分を見ていく作業でもあります。 
が、難しいことはさておき、振り付けはなく、自分の身体が動きたいように動くので、とにかく楽しく、 
誰にでも参加していただくことが出来ます。 

５リズム®では、以下をマップ® と呼び、これに則って動いていきます。 
（確かな指導者の元、安全にワークを行うため、必ず認定講師の元でワークを行ってください。著作権、登録商標はアメリカで保護されています） 

 フローイング 内へ向かう、流れる曲線の動き。 
 スタッカート 外へ向かう、明確な直線の動き。 
 カオス  上記二つの融合。手放す。リリース。 
 リリカル 軽くなる。変化、変容。 
 スティルネス 落ち着き。完結。全ての融合。 

  



５リズムと福祉の関係　１　 
呼吸とともに身体を動かし、動きに命を吹き込めば、身体は自ら癒し始める。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　ガブリエル・ロス（1941~2014） 

５リズムとは、1960年代にアメリカのエサレン研究所で、ガブリエルロスが作った、 ダンスという手法を使った
自己統合のためのムーブメントの練習の名前です。 

これを作る数年前、ガブリエルロスは統合失調症の患者さんや老人ホーム、子供の学校などでこのメソッドにまだ
名前がないころから「身体を動かすムーブメント」のクラスを受け持っていました。 
そこで、全ての人に共通して５つのリズムがある事を発見し、そこに着目してメソッドを開発していきました。 

すると、全ての人に、動物に、自然に、気持ちにも、出来事にも、全部この５つのリズムがある事を発見しました。
これをベースにしてワークをすると、人の身体が動き出し、その人の中で、癒しや統合が始まる事がとても多いこ
とに気づきました。基本的には「動かないから滞る」のだ、と言われています。それをどう、無理なく、有機的に、
楽しく動かしてあげるか？ 

　　　　　　　　　　　　　　５リズムの効果は大きく、今までの数倍、人の身体を無理なく動かせると言われて 
　　　　　　　　　　　　 　います。私自身もここ数年、老人ホームや福祉施設でやらせていただいて、驚くほ 
　　　　　　　　　　　　　　どに人々から「こんなこと未だかつてなかったです！」と言われます。 

    　私、Masayoベノア自身も脳出血で左半身付随で、お医者さんに一生車椅子と言われたのに 
    　そこからリハビリがすすみ、５リズムをそののちリハビリ代わりにずっと続ける事で、心と 
    　身体がともに緩み、こうやって先生にまでなれたこともあり、 
    　施設や病院にいらっしゃる皆さんの気持ちがわかると同時に、人間の体のすばらしさを 
    　伝えさせていただくためには、福祉に関しては進んでやろうと心に決めました。 

    　なので、私にできることをやらせていただこうと思い、このようにプロポーザルを作らせて 
    　いただきました。 

    　 
ガブリエル・ロス　５リズム創始者 



５リズムと福祉の関係　２　 
５リズム・リーチアウト 

創始者、ガブリエル・ロスの念願「５リズムリーチアウト」という活動ではでは、５リズムの認定講師による福祉の活動が
盛んに行われており、認定講師は率先してそのような取り組みをすることを推奨されています。 
一人一人とは取り組めなくても、グループに一気にアプローチできる良さを生かし、楽しくクラスやイベントを進めていき
ます。身体が緩むと、精神に多大なる影響を与えます。 

以下、５リズムリーチアウト（団体）が今までにやってきた一例です。 

  ・刑務所から復帰する人達のためのクラス 
  ・イラン、イラクの戦地、レバノンなどで５リズム 
  ・各種病院、老人ホーム 
  ・ミャンマーやバリの地震の後のリリース 
  ・孤児院や子供の施設 
  ・アルコール中毒の人たちのための施設 
  ・災害の跡地での人々のストレスリリーフのためのイベント 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

Masayoによる５リズムの福祉の経歴 

　2013~2016  ロサンゼルス、日系老人ホーム　KEIROにて　　　　　　　　　　　　　　　　 

   週１回、８０歳以上の車椅子のクラス（５０人参加）と、 
　　   週１回、アルツハイマーのクラス（３０人参加）を　約４年間、担当。 

　2013~  　  ロサンゼルス、日本で、要望に応じて、学校、キッズクラスも開催 

　2017 7月　奈良、柳生にて　タマちゃん、脳性麻痺の大西久子さんとともに 
　　　　　　障がい者とご家族のためのお話会お話会　＋　大西さんも参加しての５リズム体験会 

　2017 10月  奈良、天理市　障がいのある方が作る家具、お酒などの工房、ぽかぽか工房さんにて　　　　　 
　　　　　　障がいのある人とご家族とが一緒に踊る５リズムの　＋　ピザの会 



お話し会などをやるようになったきかっけ 

障がい者の福祉施設で長い間介護をやっていたタマちゃんこと奥田珠紀さん（奈良県在住）は、授かった子供にも
障がいがありました。（後ろの、ニュースレター参照） 

２０１６年、６月、タマちゃんはMasayoのクラスを知人に勧められ５リズムに出会います。Masayoは日本人で二
人目の公式５リズム講師ですが、１７年前は左半身不随で車椅子生活をし、足は諦めて、とお医者さんから言われ
たところからの人生再スタート。 

タマちゃんは自分が５リズムで受けた感動とともに、動きの楽しさだけでなく、５リズムの考え方にも心を打たれ、
自らの障がいのある娘のお風呂に「５リズム」を適用してみて驚きました。（後述のニュースレターをご覧くださ
い）そして、この５リズムが、障がいのある方や、何よりまず、そのご家族に広まったら？　と思い始めます。 

そんな折、タマちゃんが高校生の頃学校帰りに介護をしていた、脳性麻痺による四肢麻痺の大西久子さんに久しぶ
りの再会をします。口頭で話せなくとも、指で文字盤を押したり、手を上下させながら相変わらず同じようにお話
ししてくれる久子さんは、現在パソコンを習っているとのこと。 
この前向きな姿勢、力強い向上心と明るさに心を打たれ、大西さんに「タマ、今、５リズムっていうダンス、やっ
てるんやけど、久子さんもダンス、踊りたい？」と聞いてみます。　「踊りたい！」と即答。 

そして、障がい者のご家族のためのイベントとして、この３人が揃ったらどれだけ面白いだろうか？と思い、そん
なところから企画を始めました。 

いわゆるハンディをどのように捉えていくか？　日常をどのように捉えていくか。 
５リズム的な捉え方を含め、ハンディが与えてくれた可能性を探ります。 

第一部はお話会にして、２部は実際に動いていただきました。この時、好奇心旺盛な久子さんも、もちろん車椅子
で５リズムに参加され、とても楽しそうに最後まで誰よりも力強く笑顔で踊ってくれました。 

障がいのあるご家族に限らず、広い理解、新しい展開のためにも、多くの福祉関係の方に体験していただけたら嬉
しいです。 



どんな企画？　お願いと、必要なもの　 

踊れる安全な場所と音響施設とがあれば、どんな企画でもできます。ただし、膝腰に負担がかかりますので、床はコ
ンクリートでないほうが望ましく、どう見えるかではなく、どう感じるかにフォーカスをしますので、鏡は布か紙を
張って隠して下さい。 

　　・お話会　＋　お話会とほんの少しだけ体験会 
　　・お話会　＋　実際に５リズム体験会　 
　　・母と子の５リズム 
　　・ご家族だけの５リズム説明会　＋　ご家族のためのクラス 

本来は、目の見えない方（安全のために、お一人に対して１メートル四方くらいのカーペットをご用意ください）も、
耳の聞こえない方も、どんな障害を持つ方も、一般クラスに出ていただくのですが、最初はそれでも戸惑うもの。で
すから、特別クラスはどのようにでもカスタマイズさせていただきます。 

私も障害の経験者ですので、ライフワークとして率先してやっていきますが、以下のことだけお願いいたします。 

会場費、実際にかかる経費、日本国内交通費、その日の食費、必要であれば宿泊（どなたかのお家でけっこうです）
は、恐れ入りますがご用意くだされば、あとはどうか、お気軽にご相談ください。 

しかし、ひとつだけお願いがあります。市町村のお偉いさんの持ち駒の一つとしてプレゼンテーションの一つにされ
てしまうとか、肩書きを光らせるツールになる事に協力はいたしません。見学は禁止です。見学するなら一緒に参加
していただきます。皆が自分をさらけ出すのに、安全な空間作りをする必要がありますので、誰かに「見られてい
る」という要素は排除させていただきます。 

５リズムはよりよい魂のための、よりよい心のための、人間作りのためのプラクティスでもあります。 
私も真剣です。全員真剣な状態での、楽しい参加をお願いいたします。 
見学ナシ。皆で共に汗をかき、体験していただきます。 

同じ理由から、ワーク中の出入り、写真撮影は気が散りますので、基本的にはお断りしています。 



５リズム®、福祉イベントの　開催例 
２０１７年７月、奈良の柳生剣道場で楽しく開催されました。　 

例：　障がい者と障がい者のご家族のためのお話会と５リズム® 

例：　　１部：お話会：１０時～　   柳生茶屋　奈良県奈良市柳生町359-3 

例： スピーカー 
  大西久子　　 最も前向きな四肢麻痺の素敵な女性 
  奥田珠紀 学生時代に大西さんを介護。障がい児を二人もつ母。 
  雅代ベノア アメリカ在住、脳出血による左半身麻痺を経て５リズム講師。 
  
例：　　２部：５リズム体験会：１３時３０～　 柳生　正木坂道場 　皆で一緒に移動 

例：　　料金：５０００円　ランチつき 



ダンスでしょ？障がい者にもできるの？ 

はい、振り付けがない動きで、講師のガイドによって動くダンスで、セラピー効果もあるダンスです。 
障がいのある方にも是非やっていただきたい。実際、老人ホームでストレチャーに乗った、車椅子さえ無理なご

老人も、 
ご自分の動きたいように動いておられました。ダンス、と考えなくても大丈夫です。 
誰にも判定されるようなものではありません。 

実際、私が最初にはじめたとき、私は左足では立てませんでしたが、車いすの人も８ヶ月の妊婦さんも、 
８５歳のおじいちゃんも参加しているのを見て、「私は左足が悪いから」という言い訳がききませんでした。 
これが正しい動き、間違った動きというものはなく、自分の身体が動きたいように動きます。 
まさに、本来は全員にむけたプラクティス（練習）です。 

アメリカやヨーロッパでは、車椅子の人、盲目の人、お年寄り、アルツハイマー、妊婦、ガン患者、 
いろんな人が健常者と一緒にクラスに出て踊っています。 
上手下手を競わず、自分の気持ちに正直に踊るため、老若男女かかわらず参加できます。 
見せるためではない、自分自身のためのダンスという理解が浸透し、クラスは安全に保たれます。 

とてもユニークなムーブメントで、ダイナミックな動く瞑想とも呼ばれ、瞑想効果も抜群。 

また、肉体だけでなく、心理的にも働きかけます。 

例えば怖い経験があった場合や悲しい経験があった場合、人は気持ちをを体に溜め込みます。 
一人づつセラピーをしていたら大変な労力と時間が必要ですが、５リズムでデザインされた方法で、認定講師の 
ガイドのリードで踊ることによって、大人数が一気に「筋肉にたまる不必要なトラウマ」のような記憶を緩めて 
いくことが期待されています。 



アメリカのニュースレター記事、翻訳　　１　　 

以下、創始者ガブリエルロスの息子、ジョナサンの言葉 
 I’m touched deeply, fully in tears!!! when I read stories like Tamaki Okuda’s 奥田珠紀 below (Finding the Light of Hope) 
 …about using the Gabrielle Roth’s 5Rhythms map to move through bath time with her daughter who has a develop-mental disability. This is 

the truest power of this practice, embodying the healing learned on the dancefloor and bringing it into an everyday life challenge. gratitude to Tamaki 
for sharing your story and for Masayo for traveling to Japan to bring this possibility of healing and movement to this family. 

 「私は感動の涙を流している。５リズムの日本人認定講師、Masayoが届けてくれた、障害児を持つ母、奥田珠紀さんがガブリ
エル・ロスの５リズムの”マップ”を、障害のある娘さんをお風呂に入れる時に適用した。これはダンスフロアでの学びや癒しを日常
の中の大変なことに利用したという実体験であり、これこそが５リズムを練習する意味（力）である。このお話をシェアしてくれ
たタマキと、日本へと５リズムを持って旅し、このファミリーに５リズムというヒーリングの可能性を届けたマサヨに感謝」 

～　～　～ 
我が家の長女メイ（小学校５年）は１１歳。重度の発達障害で知能的 
には１歳半くらい。体重は３０キロ。身長は母とあまり変わらないが、 
ハイハイできなかったためか体の筋肉が作れてない。 
感覚障害があり、段差のみならず初めての場所で感覚がつかめず転ぶ。 
単語は２～３個。長い文章での会話は出来ず、形の違いがわからず、 
色も全部黄色。トイレもまだ無理で紙おむつを履いている。 

思い通りにいかない時は物を投げたり人を突き飛ばしたりするが、 
悪いと判っているから自分を叩く自傷行為をする。 
また動きのペースは普通の６～７倍ゆっくり。自分のペースで動くと 
問題行動は起きないが、急がせるとパニックになる。 
親にとって一番大変なのはお風呂。肩から上を触られると嫌。頭を洗う 
のは娘にとっては拷問。小さい時はよかったが大きくなってからは抱え 
られないからシャンプーが大変。自分の気持ちに沿うことしか知らない 
ので、湯船から出ないのといわれたら大変。 
湯船のお湯を抜いて無理やり風呂から出したり、電気を消して、恐怖で上がらせる時もあった。 

が、５リズムを受けて以来、ガブリエルの教え「全ての中に５リズムがある」を思い出し、お風呂に適応してみた。 

参考資料＞ 
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参考資料＞ 
– 湯船をくるくるかき混ぜて「綺麗ね～、丸がいっぱいね～」とフローイング。 
– 充分温まった時にお湯をパシンと腕で刀にして割り「スタッカートで行くよ！」とマーチ。洗い場まで簡単に出た。 
– 大嫌いなシャンプーはカオスでブルブル。「シェイクシェイク！」と洗ったらキャッキャ喜んで簡単に終了。 
– タオルで包んで「優しいねー、きれいねー、リリカルねー」と言った後、 
– じゅ～～～っとしみこませる音を立てて湯船にゆっくりつかり満たされ静かにスティルネスで風呂から出た。 

私にとっては奇跡だった。こんなことはここ数年はじめてだった。嬉しくて泣いた。 
もちろん一番のポイントは母の気持ちもあると思う。悩みやシリアスさが伝染すると娘は断固として動かない。常にユーモアがないと、子供が心配から 
怒りに変わる。ユーモアで５リズム®。母そのものが楽しんでいる事も伝わったのだろう。 

＊　２回目のビックリ。 

また別な日。メイは教えて貰ったフローイングの曲で体を揺らし、手を波にして楽しんで丸を描く。曲が終わったらもっと！と言うので、次にスタッカ 
ートの曲をかけたら指先までスタッカート！動きもシャープ。まるで見本のようにラインを描きながら踊った。カオスでは勝手にブルブルしていた。 

カオスの途中、一緒に踊っていた母の私は「メイ、悔しいでしょ？なんで人に伝わらないの？っていう悔しい思いを今、出したらいいよ」と言った。 
娘はただ楽しくてブルブルしてるのに、自分の方が一緒に感じてた悔しさや怒り、そういう事が一気にこみ上げてきて、号泣した。 
リリカルは楽しく愉快に軽く、スティルネスは、自ら「シーーッ」と言った。驚いた事に、障害のある娘の「体」は、全てのリズムを知っていた。 
もともと踊りや音楽は大好きな娘だが「５つのリズムがすでにメイの体内にあった」ことを見つけて感動した。見ていた夫も驚いていた。 
  
自傷行為がある時にカオスの動きをさせたら、娘自身にも効くだろうと確信したが、障害がある子供よりもむしろ母や家族の方に必要だと再確認した。 

いずれ母や父は先に死ぬ。障害を持った子供が自立するために靴を履くなどの日常動作を最低限でも覚える必要があるが、通常の子供が１０回で覚える 
のに対し、うちの娘は２００回以上が必要だと思われる。 

「日常のすべてに５つのリズムがある」 
それが本当であれば、服を着る、靴を履く、などを、５リズム®に則って５回で一つの動作ができるように、リズムで覚えたらどうかな？と思っている。 
言葉ではなく「リズムで靴を履く」を教えたら可能性が広がるのではないかと。 

音楽とリズムに動作が沿わせていけたら日常のことがやっていける。ママと刻んだリズムを身体で覚えたら、それは彼女たちの財産になる。 

「すべての中に５つのリズムがある」 
という「教え」は、そのまま答えだと思う。そこに私は希望を持っている。　　　　　　　　　２０１７年　5Rhythms News Letter - TAMAKI OKUDA 

”Finding Light of the hope. The Possibility of 5Rhythms” 
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講師について　　Masayo Benoist 　雅代ベノア 

  日本で生まれ、育ち、桐朋学園大学演劇科を卒業後、テレビ、舞台などの世界に１０年ほど携わる。 
  ３８歳の時、脳出血で二度と歩けないと言われるほどの脳の損傷をした。リハビリをがんばり杖で歩けるようになった時、 
  自分の現状に直面し、日本にいるのが嫌になり、仕事、結婚を捨て、杖をついた状態で渡米。 

  犬の散歩からはじまり、近所にあったヨガスタジオが世界屈指だったこともあり、リハビリはさらにすすむ。 
  ２００９年、ひょんなことからエサレン研究所で　日本語の通訳を探しているという。それが５リズム®の通訳だった。 
  通訳をしはじめた１０分後には魂が震えて号泣。 
  自分が求めていたものであると同時に、これだけハートが開くこれは何なんだ！と、その日から５リズム®を追いかけ、 
  全米中のみならず、世界を旅する。 
  
  ６年間、５リズム®以外、何もしなかったという状況であるほど学び、その哲学にいまだに心が震える。 
  通訳した時にこの目で見て、特に日本人にはとてもこれが向いていて、必要だと痛感している。 

  アメリカで結婚し、在住歴は１７年を超えたが、２０１４年に日本人としては２人目の５リズム®講師となり、年間３回、 
  日本へ帰り、日本の皆様にこの素晴らしい５リズム®のプラクティスをシェアしている。 
  現在日本では６人の日本人のスエット・ホルダー（教えられないが５リズム®の会が開ける人）のメンタリングと共に 
  ロサンゼルスからネットを使って彼らのクラスをガイドする、衛星中継スカイプクラスもしている。 

  ロサンゼルスでも教えており、特にルシア・ホランとダビダ・タウレックの通訳とアシスタントとして知られている。 
  この５月は、ガブリエルの息子、ジョナサンのアシスタントもする。またロスでは、大人気講師、ケイトシエラの代講も。 

  自分の勉強の為にも５リズム®以外のソーマティックメソッドとしてオープンフロアやソウルモーション、コンティニウム、 
  アレクサンダーテクニークやフェルデンクライスも積極的に受講し、アンナ・ハルプリンには、１年間師事した。 
  ハタヨガ、パワーヨガ、呼吸法のクリヤヨガならびに、脳科学ベースの瞑想、スピリチャリティに関しても積極的に様々 
  なものを学んでいる。 

  ５リズム®でも推奨する自己表現の一環として、アートは生活の一部であり、音楽や写真もやっている。 
  ヘビーメタル歌手である浜田麻里氏のアルバム・ジャケットの撮影をこの４年ほど担当させていただいている。 
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