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代表理事自己紹介

• 岡 勇樹 （ゆーく） AB型

• 東京生まれサンフランシスコ育ち

• 障がい児者移動支援従事者（ガイドヘルパー）

• 訪問介護員（ホームヘルパー）

• デイサービス→ ショートステイ→訪問介護

• NPO法人Ubdobe（ウブドべ）代表理事

• 好きなこと...音楽／餃子／ピルクル／旅

• DJ／ディジュリドゥ／ドラム プレイヤー
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『医療福祉エンターテインメント』

理念

私たちは音楽・アート・医療福祉を融合させた

プロジェクトを通じて、あらゆる人々の積極的

社会参加の推進に寄与します。

2002年 任意団体『ウブドべ』 創立

2007年 イベントオーガナイズ集団『Ubdobe』 に団体名変更

2010年
医療福祉エンターテインメント
『NPO法人Ubdobe』 設立

NPO法人Ubdobeとは
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障がい児者、高齢者、精神病患者 等

あらゆる人々の積極的社会参加の推進

Mission 1
NPO法人Ubdobeが目指すもの
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介護福祉人材不足の深刻化
2025年には100万人不足

介護が必要にも関わらずサービスを
受けられない人々の増加を防ぐため、

ユニークな手法で従事者を増やす

Mission 2 
医療福祉従事者を増やし、

質とモチベーションを高め続ける

NPO法人Ubdobeが目指すもの
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第？？位（介護福祉士）

なりたい職業ランキング

メディア等の偏った発信
により介護現場の悪い
イメージの定着化

業界全体の企画広報力
不足によるイメージ低下

Mission 3 
医療福祉業界の

ブランディングとリデザイン

NPO法人Ubdobeが目指すもの

第１０位
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イベント事業

①おとな向け医療福祉啓発イベント

『SOCiAL FUNK!』
②こども向け医療福祉啓発イベント

『Kodomo Music & Art Festival』
③医療福祉従事者／学生向けイベント

『WellCON』

プロデュース事業

①キッズ＆ファミリーゾーンプロデュース 『Ubdobe Caravan』

②医療福祉ブランディングプロデュース 『Ubdobe LAB』

NPO法人Ubdobeのプロジェクト一覧
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イベント事業
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医療福祉をテーマに、
踊るだけでなく学べるクラブイベント

■2010年 集客実績

・東京 開催（200名）
・京都 開催（200名）
■2013年/2014年 集客実績

・東京 開催（200名）
■後援・協賛実績
京都市/万有製薬/ネクスティア生命保険

 

 

医療福祉啓発イベント 『ソーシャル ファンク』
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CLUB / LIVE HOUSE
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DJ
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LIVE
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研究者による
TALK
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当事者による
TALK
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若者が学び…
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そして思い切り楽しめるイベント！！
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■2008年 集客実績 （KMA Studio）
・子ども：60人 大人：40人

■2009年 集客実績 （代々木公園）
・子ども：200人 大人：2000人

■2011年 集客実績 （よみうりランド）
・子ども：400人 大人：700人

■後援・協賛実績

東京都／世田谷教育委員会／ECC／LUSH／ROOTOTE／Unilever
ネクスティア／BodyShop／Manfrotto／Coleman／ターナー色彩

医療福祉啓発イベント 『こども ミュージック ＆ アート フェスティバル』

障がいがあっても難病であっても言葉が通じなくても…
あらゆる子どもたちが創り上げる
野外フェスティバル
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医療福祉従事者×学生×経営者が
縦横無尽に繋がるトークイベント
〜Welfare（福祉） Connection（繋がり）の略称〜

医療福祉トークイベント 『ウェルコン』
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プロデュース事業
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医療福祉業界に特化した
クリエイティブ制作
〜業界全体のブランディングとイメージアップ〜

医療福祉ブランディングプロデュース 『ウブドべ ラボ』

LAB

就職・入学説明会・講演会・研修などイベント制
作
制作実績↓
有料老人ホームの求人イベント
（企画／運営／MCなど）

企業・学校案内パンフ／求人広告／ウェブ制作
制作実績↓
就職説明会用 入社案内パンフレット
（デザイン／英訳など）

企業・学校説明会用映像制作
制作実績↓
訪問介護事業所の就職説明会用 会社案内映像
（企画／撮影／編集など）
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Event Organize

SEMINAR
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福島県の
福祉人材獲得
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T A L K
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F O O D
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FUKUSHI B A R
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W O R K S H O P
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D J
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E X H I B I T I O N
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島根県
海士町の

福祉人材獲得
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海士町から東京
へ現場職員が直接発信
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海士町ツアー

東京から海士町へ
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続きは
WEBで。

www.ubdobe.jp
32



about
理事

訪問介護員・障がい児者移動支援従事者・看護師・
社会福祉士・介護福祉士・福祉用具専門相談員

全国支部

北海道・東北・関東・
東海・関西・九州・沖縄
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医療福祉エンターテインメント
【NPO法人Ubdobe】

大学・高校・中学生への取り組み
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医療福祉従事者・専門学生向け

「福祉の魅力を
発信する方法」
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ブランディング（branding）目線で。

顧客の視点から発想し、ブランドに対
する共感や信頼など顧客にとっての
価値を高めていく戦略のひとつ。

ブランドとして認知されていないものを
ブランドへと育て上げる、あるいは
ブランド構成要素を強化し活性・維持
管理していくこと。またその手法。
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①一般（外部）から共感を得る。

②従事者（内部）を活性させる。

ブランディングとは？
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『SWOT分析』

Strength（強み）
Weakness（弱み）
Opportunity（機会）
Threat（脅威）
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ワールドカフェ

○○（都道府県）の魅力
×

自分の好きなこと
×

福祉の魅力を発信
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大学・高校・中学生向け

「非言語コミュニケーション
と

福祉のシゴト」

41



非言語コミュニケーション

「Non-Verbal Communication」

身振り／表情／視線など

言葉以外の手段を用いた

コミュニケーション
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「頼むから水をくれ」
ワークショップ
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①まず二人一組になってください。

②次にペットボトルらしき物体を

用意してください。

③どちらか一方がペットボトルを

自分の手元に置いてください。
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では、

想像してください。
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あなたは今、砂漠にいます。

46



水分をとらないと、あと１分で倒れます
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目の前にいるその人は、
水をぐびぐび飲んでいます。
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「頼むから水をくれ」

WORKSHOP
その①

表情や視線／身振り／言葉を
使わずに伝えてください

49



「頼むから水をくれ」

WORKSHOP
その②

表情と視線のみを使って

伝えてください

50



「頼むから水をくれ」

WORKSHOP
その③

身振りのみを使って

伝えてください
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「頼むから水をくれ」

WORKSHOP
その④

言葉のみを使って

伝えてください
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「頼むから水をくれ」

WORKSHOP
その⑤

表情や視線／身振り／言葉

すべてを使って伝えてください
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「Non-Verbal Communication」

「表情や視線／身振り／言葉」

どれが一番大事？
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「障がい者」であり「高齢者」である

「脳性麻痺エロ親父」

の話
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発信力

より

受信力
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全国どこへでも行きます。

コラボしましょう！
メール：yuke@ubdobe.jp

ありがとうございました！
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