
書道家　安田　舞　（ 超一流の勝負文字伝道師／書家 ）

大阪府吹田市生まれ。関西・関東を拠点に国内・海外にて活動する。 昭和を代表する
二大書家によって設立された書道学会師範指導のもと、 4歳から書道を学ぶ。元佐々木夕楊に師事。
第24回千字文大会展にて静岡県知事賞受賞。 
日本の文化人・表現者として、書を通じて『関わる人の可能性を切り拓き、飛躍に導く』
『感動と活力を届けられるものを創造する』ことを使命として活動する。

自身の幼少期の不整脈の病気の経験から、『人はひとりひとり生まれてきた意味や使命が 必ずある』
という価値観のもと、 書を通じて可能性にチャレンジしていく自分の姿・活動や 想いを発信
していくことで人の『可能性と自己表現』を伝えていきたいと思うようになる。 

小栗旬さん出演味の素TVCM『だし炊きたこ飯』の題字制作。 株式会社NTT西日本・東日本様より
書の電報のデザイン制作。 IZUMI様Vシェーバー2018キービジュアルの書・イメージモチーフ制作。
Yahoo!株式会社様よりクラウドソーシングサービス・エンディングサービスの WEBサイト掲載文字を
制作するなど大手企業様の作品制作活動も行う。 

海外活動では、2018年 スペイントレドにて行われた、日本スペイン外交関係樹立150周年記念事業 
日本伝統文化芸術祭 Toledo Japan Dayにて舞台上演・ワークショップを実施。
トレド市の歓迎レセプションに参加。Japan Expo パリ等にも出演し、伝統文化sakuraステージにて
パフォーマンスを披露。ラスべガス AKI MATSURI Japanese Festivalやシンガポール THE CHAOS ASIA

等
の イベントにも出演し、日本の伝統文化の発信、文化交流を計る。
 
2015年秋には、毎年来場者数2万人以上が訪れるフランスルーブル美術館での展示会 

ART SHOPPING ART FAIR IN LOUVRE PARISへ書の作品の展示を行った。 

国内では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたホストタウン事業 

世界選手権のため来日されたカザフスタン共和国女子バレーナショナルチーム歓迎レセプションや、
リオ・デ・ジャネイロオリンピック最終予選のために来日されたオーストラリア女子サッカーナショナル
チーム歓迎レセプションにて、『必勝』の書作品の贈呈・書道体験実施のおもてなしの役割などを担う。 

また、2017年9月には、書道家として、大阪府 城東警察署 一日警察署長を務める。 

秋の交通安全運動・交通安全大会にて、『安穏無事』と揮毫・書道パフォーマンスを行った。 

上方舞山村流日本舞踊 国立文楽劇場にて開催された披露目舞台『若登会』では、
書道パフォーマンスの演出にて、コラボレーション共演。若登会の題字も制作する。

日本舞踊・和太鼓との共演など、日本の伝統を伝える者とのコラボレーションなども行う。
現在は、書道パフォーマンス出演・題字タイトル、ロゴ、名刺文字、オーダー作品などの制作活動をメイ
ンとし、国内外にて日本の伝統文化・精神性を発信していくため、 活動を行っている。 



主な活動
2014年 
・Yahoo!新リリースサービス Yahoo！エンディングサービス 
　Webサイトへの掲載文字書きおろし制作 
・Yahoo!クラウドソーシングサービス サイトTOPの掲載『稼ぐ』文字制作 
・イタリア ミラノ開催 NIPPON LIFE DESIGN展　展示 
　日本酒『一献』ロゴデザイン制作 
・フィリピン ダバオ開催『JAPAN BIG DAY』書道パフォーマンス出演 
　および書きおろしブース出展 
　その収益を台風被害復興支援金にあてる。筆/和紙の寄贈等ボランティア活
動を行う。また現地での孤児院『HOUSE OF JOY』にて子供たちとのワーク
ショップを通じた文化交流を行う。 
・2010年WCオーストラリア大会MVP王者  
　 ディエゴ・フォルラン選手へ作品制作 
・Las Vegas JAPANESE FES 『秋祭り』書道パフォーマンス出演 
・Las Vegas聖地セドナ四大ボルテックスにて書道パフォーマンス 
　世界最大の豪華客船Oasis of the seasのカリブ海クルーズ船内にて書道パ
フォーマンス 
・Las Vegas HIROMARUラーメン店舗壁へ『温故知新』文字書きおろし制
作 
・スギタハウジング株式会社店舗壁への文字書きおろし制作 
・香川県中小企業家同友会青年部委員会設立記念パーティーにて書道パフォー
マンス出演 
・スマートフォン・タブレット用筆ペン 柏楽-hakura-の筆ペンPRMovie出演 
・京都大学主催『超交流会２０１４』出演　書道パフォーマンスおよびブース
出展 
・ALL JAPAN PROJECT2014～日本を繋ごう～書道パフォーマンス出演 
・グランフロントナレッジキャピタル一周年記念イベントにて美文字講座を開
催 
・ハワイの陸地 天使の海sand barにて書道パフォーマンス披露 
・おはようパーソナリティ道上洋三ですお正月書初め企画特別番組出演 
・成人式イベント千里新成人の集いにて横断幕および販促物制作 

2013年  
・脱出公演　株式会社クロネコキューブ 書道家安田 舞とのコラボ公演『舞籠』
出演 
・恋するフォーチュンクッキーシンガポールver.公式 に出演 
・シンガポール開催 イノベーションイベント『THE CHAOS ASIA』書道パ
フォーマンス出演 
・アドバンスコーポレーション株式会社ホームメイトFC大国町駅前店ホーム
メイト 
　FC大国町駅前店ギャラリー店舗壁への書きおろし制作 
・梅蔵やもり 中松梅園 新ブランドプレミアム南高梅『大極』の文字の書きお
ろしを制作 
・KDDIウェブコミュニケーションズ大阪オフィス開設パーティー横断幕制作 
・永松茂久氏講演会IN大阪横断幕制作 
・ザ・リッツ・カールトン大阪 中国料理シャンタオ『茶経の愉しみ』イベン
トにて 
　茶経の写経講師出演 
・絶品カニ料理を堪能できる旅館『甲羅戯』 Facebookページアイコンの文
字制作

2018年 
・日本スペイン外交関係樹立１５０周年記念事業 日本伝統文化芸術祭 Toledo Japan Day 
舞台上演 & ワークショップ実施　歓迎レセプション出席 
・ IZUMI 様 2018 Vシェーバー キービジュアルの書・イメージモチーフ制作 
・ IZUMI 様 2018 Vシェーバー新製品発表会 イベント出席・書道パフォーマンス出演　・
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたホストタウン事業2018年世界選
手権事前合宿　東京2020大会トライアルキャンプのため来日されたカザフスタン共和国女
子バレーナショナルチーム歓迎レセプションにて選手の皆様へ必勝の書の贈呈と書道体験を
実施 
・賃貸住宅サービスグループ様・株式会社EIDAIホールディングス様 会員 
『絆の会』年間表彰式 式典にて書道パフォーマンス出演 
・阪急阪神ビルマネジメント株式会社様主催 ワーカーズサービス企画巨大筆で書道を楽しも
うイベント出演・講師 
・杏林製薬株式会社様 媒体ビジュアルの書 制作 『真』『併』『基』 
・ZU WORLD GROUP／医療法人社団済世会様 医療理念の書作品制作 
・東京世田谷店ラーメンmaikagura店舗ロゴ文字制作 
・読売テレビ『すもももももも！ピーチCAFE』１月１３日放送回 番組出演川田裕美アナウ
ンサー書き初め企画 
・社会福祉法人 東明会 事務長 東ヶ﨑 様 書きおろしデザイン名刺制作 
・崎本正俊様バースデー感謝祭 書道パフォーマンス出演 梅田阪急シャンデリアテーブル開催 
・ご親族様よりご依頼 沼田昭二様へ贈り物作品制作 
・京都大学主催　超交流会　題字ロゴ制作・出演 
・エレコム様 年賀デザインの書制作 
・蒲生 久楽庵 表札・名札を揮毫 
・『舞』額作品 シンガポールクライアント様 納品 
・住宅展示場 西神中央総合住宅公園 新春イベント 書道パフォーマンス出演 および色紙書き
おろしワークショップ 
・宮城 仙松館（剣道団体）様 団旗題字「流汗悟道 宮城 仙松館」制作 
・医療法人明康会 かない内科 金井様 書きおろしデザイン名刺制作 
・株式会社 サカシタ 硝子工業 様 名刺制作 
・株式会社古澤畜産 代表取締役 社長 古澤様 書きおろしデザイン名刺制作 
・アイクラフト神戸本社様 お書きおろし ご訪問 
・パーソナルコンサルタント 廣田様 作品書きおろし 
・株式会社 尾東 役員 中島様書きおろしデザイン名刺制作 

2017年 
・大阪城東警察署一日署長就任 および 
　交通安全大会にて座上揮毫パフォーマンス 
・Japan expo Paris パリ 2017 
　伝統文化sakuraステージ書道パフォーマンス出演・ブース出展 
・神戸東ロータリークラブ様　第一回会員親睦会にて 書道パフォーマンス披露 
・三鈴メタル株式会社様　創業50周年記念作品制作 
・『天涯若比隣』掛け軸作品制作　中国クライアント様　納品 
・ホッタテクノサービス株式会社様　作品制作 
・笹川能孝様『世界一家人類皆兄弟姉妹』文字制作 
・奈良市民だより１１月号記事写真掲載 
・小豆島タクシーグループさま金毘羅宮安全祈願デザイン書制作 
・KANSAIウーマンイノベーションナイトにて書道パフォーマンス出演 
・新日本資源株式会社様『理念の書』制作 
・株式会社フラッシュエッヂ様『ビジョンの書』制作 
・『近江牛卸問屋 焼肉あふみ亭』提灯文字・店舗屋号ロゴ制作 
・ストライダー生誕１０周年記念大阪ラウンドイベントにて書道パフォーマンス出演 
・i presence神戸本社様　作品制作 
・ラーメン店『舞kagura』屋号ロゴ制作 
・BRIDAL PARTY flamingo the Arushaにて書道パフォーマンス出演 
・ウーマンアート～生きることは創ること～canariaビジパに書道家として登壇 
・読売TV『音力』大塚愛さん出演回書道パフォーマンス用衣装提供 
・炭火焼鳥 政 店舗屋号ロゴ制作 
・脱出公演クロネコキューブ×書コラボレーション企画『舞籠2』出演 
・月刊誌『道路』2017年一月号書道家安田　舞として新春随筆掲載 
・曽根崎恵美寿社 十日戎 曾根崎えびす祭りにて書道パフォーマンス出演 
・和装を世界遺産にするための全国会議・日本和装ホールディングス株式会社さま 
　主催『黒紋付会＆新年会』にて書道パフォーマンス出演 

2016年 
・小栗旬さんご出演 ほんだし®新TVCM『だし炊きたこ飯』タイトル文字 
制作 
・リオデジャネイロ・オリンピック最終予選オーストラリア女子サッカーナ
ショナルチーム 
　歓迎レセプションにて日本文化の書道体験及び『必勝』の作品贈呈。 
・三菱レイヨンユニオン様　結成七十周年記念式典にて書道パフォーマンス
を披露 
・サーブルドール騎士団日本支部プレミアムシャンパーニュパーティーにて 
　書道パフォーマンス出演 
・野村不動産カスタマークラブフェスタ 2016 書道パフォーマンス出演 
・着物で楽しむコンサート都和楽　書道パフォーマンス出演 
・発刊紙『RONDE 』インタビュー掲載 
・京セラドーム開催ステージショーにて書道パフォーマンス出演 
・医療法人　清歯会　浅井歯科医院様　コンセプトムービー出演 
・割烹料理『かもん』店舗看板文字の書を手掛ける 
・ソフィアクリスタル　直筆勝負文字 彫刻 コラボレーション商品発売 
・京都大学主催『超交流会２０１６』出演 
・若宮八幡大神宮大茶会にて奉納 揮毫パフォーマンス出演 
・曾根崎恵美寿社　由来看板・案内板・奉納協賛企業さまの名札お書きお
ろし 
・京都宇治茶『錦一葉かふぇ』枚方T-SITE店 店舗壁にて書のお書きおろし 
・神戸きずな歯科クリニック２０１７年度新卒採用コンセプトムービー出演 
・日経カレッジカフェにてインタビュー掲載 
・日本庭園『慶沢園』にて開催『花笑みの和芸術』イベントにて 
　茶室での作品展示及び庭園での書道パフォーマンス 
・国際現代美術展TRANS NATIONAL ART2016　Contemporary Art 
Exhibition作品出展 
・『和REVOLUTION～伝統から革新へ時代は常に進化する～』開催及び書
道パフォーマンス出演 
・ラスベガスの月刊生活情報誌Las Vegas Japan Times　2016年1月号掲
載　 
　題字　新年を祝う言葉の書を書きおろし制作 
・武道具メーカー　株式会社　京都　東山堂　 
　直筆書きおろし勝負文字コラボレーション垂れネーム発売 

2015年 
・NTT東日本・西日本発売　書道アート電報　デザイン制作 
・フランスパリルーブル美術館展示会 
　『ART SHOPPING ART FAIR　IN LOUVRE PARIS2015』作品出展 
　ルーブル美術館前広場にて書道パフォーマンス 
・エヌエヌ生命保険株式会社　優積代理店会　オープニング書道パフォーマ
ンス出演 
・国立文楽劇場　上方舞　山村流　日本舞踊『若登会』 
演目黒髪にて書の演出コラボレーション共演 
・武道具メーカー　京都　東山堂　イメージ動画出演 
・京都大学主催『超交流会２０１５』出演 
・武道具メーカー株式会社　京都 東山堂　勝負文字コラボレーション竹刀
『舞』販売 
・鳳だんじり祭『北王子青年團』文字書きおろしデザイン制作 
・蒲生行者堂　看板書きおろし制作 
・宿泊施設　宿本陣蒲生　施設内看板書きおろし制作 
・香川県中小企業同友会青年部委員会　卒業証書制作 
・高槻市富公民館にて美文字講師 



使命

書を通じて、関わる人の可能性を切り開き飛躍に導くこと
感動と活力を届けるものを創造すること

目指す姿

伝統文化・書道の発信と普及・継承に貢献していくこと

次世へ繋いでいけるアーティストとして、
日本で生き方を残せる一つのロールモデルになること

また、書を通じてチャレンジしていく自分自身の姿を
通して人々に勇気や希望を届けていきたい

関わる人や誰かの一歩踏み出す勇気のきっかけを届けていける存在になりたい

人には、一人一人可能性があります
私は、可能性にチャレンジし続けることを通じての成長・出逢いとご縁、
人として、豊かになっていけることが、人生の財産だと感じております

一人一人に生まれてきた意味や使命が必ずあり、
それぞれの大切なもの・価値観、豊かさ、幸せがあります

一人一人がそれを大切し、実現できる人生を心から願っています



作品制作 書道パフォーマンス 

国内・海外での日本文化や和に関するイベント、
企業記念式典・決起大会
表彰式・祝辞会・レセプション
パーティーなど、
これからの可能性を拓くとき・未来を迎えるため
のイベントなどで、エネルギーを込めた書のパ
フォーマンスを披露させていただきます。

和とブランドを演出する　名刺制作

力強く・見た人の記憶に残る　題字制作・ロゴデザイン

信念を強化し組織の方向性を整える企業理念（額・掛け軸作品）

エネルギーを上げる和の空間演出　和の空間演出　

世界でひとつだけの　オーダーメイド作品（額・掛け軸作品）

コラボレーション作品　他



NTT電報デザインTVCM題字
作品制作

小栗旬さん出演 ほんだし®新TVCM『だし炊きたこ飯』
タイトル文字 制作
１５秒編　https://youtu.be/2049I3iYAaA
３０秒編　https://youtu.be/kngqibx9Ues
WEB限定動画　https://youtu.be/rJA1utg6iSA

書道アート電報『夢・つなぐ』デザイン制作

電報サービスを通じて社会福祉に貢献するため、書道アート電報「夢・つなぐ」
は誕生しました。発信人様から託された社会貢献の想いを、障がい者の方々が
一つひとつ想いを込めて制作した手漉き紙を使用した電報台紙とともにお届け
します。その売上げの一部※は、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会様への
寄附を通じて、障がい者スポーツの普及・強化等に役立てられます。※2割相当

https://youtu.be/2049I3iYAaA
https://youtu.be/kngqibx9Ues
https://youtu.be/rJA1utg6iSA


IZUMI 様 2018 Vシェーバー キービジュアルの書・イメージモチーフ制作

新製品発表会のパフォーマンスにて



三鈴メタル様５０周年記念作品

宇治抹茶 錦一葉様 枚方T-SITE店

近江牛焼肉あふみ亭ラーメン店maikagura様 店舗ロゴ

割烹料理かもん様　ロゴ 炭火焼鳥政 様　ロゴ

スギタグループ・スギタクレスト社様 オリーブタクシーグループ様 東京短資株式会社様



コラボ商品・映像制作・出演

武道メーカー　京都　東山堂　
イメージ動画出演

ソフィアクリスタル × 安田 舞　直筆文字彫刻ジョッキグラス・クリスタル記念品商品販売

医療法人　清歯会　浅井歯科
医院コンセプトムービー出演

hakuraの筆ペンCM出演 　神戸きずな歯科コンセプト
ムービー出演

武道メーカー京都 東山堂 × 安田 舞  剣道直筆垂れネーム・竹刀販売



書道パフォーマンス出演

秋の交通安全大会にて揮毫・書道パフォーマンスを披露

Japan Expo Paris 出演大阪府城東区警察一日署長就任
伝統文化ステージパフォーマンス出演



Toledo Japan Day 舞台上演 & ワークショップ実施　歓迎レセプション出席

日本スペイン外交関係樹立１５０周年記念事業  
日本伝統文化芸術祭



神戸東ロータリークラブ様
会員親睦会

三菱レイヨンユニオン様
結成七十周年記念式典

サーブルドール騎士団大阪支部プ
レミアムシャンパーニュパーティー

国立文楽劇場山村流
日本舞踊若登会



曽根崎恵美寿社祭り
十日えびすにて書道パフォーマンス

 IZUMI 様 2018 Vシェーバー新製品発表会 
イベントにて 賃貸住宅サービス様 『絆の会』表彰式

和装を世界遺産にするための全国会議
日本和装ホールディングス様
『黒紋付会＆新年会』



リオデジャネイロオリンピック最終予選来日オーストラリア
女子サッカーチーム歓迎レセプションにて書のおもてなし



読売テレビ すももももももピーチカフェ 川田アナウンサー書き初め企画・おはようパーソナリティー道上洋三ですラジオ出演
         曽根崎えびす祭書道パフォーマンスJCOM放送・hakuraの筆ペンCM出演・恋するフォーチュンクッキーシンガポール公式ver出演等

メディア出演

• インタビュー・雑誌

• TV出演・ラジオ

日経カレッジカフェ・日本道路協会発刊『道路 新春随筆』・宝島社 JAPAN 世界が憧れるニッポン・大阪日日新聞・紙面RONDE等



講師出演・講演・ワークショップ

阪急阪神ビルマネジメント株式会社様主催
 ワーカーズサービス企画　

　巨大筆で書道を楽しもうイベント出演・講師

ザ・リッツ・カールトン大阪
 中国料理シャンタオにて

『茶経の愉しみ』イベント　写経 講師

他 ・カナリア社主催イベントスピーチ登壇・グランフロントナレッジキャピタル一周年記念イベントにて美文字講座講師
高槻市富公民館主催 美文字講師など

　



Gallery









女性アーティストイベント時に書道
家として登壇した際のスピーチ

（プレゼン一部）
※カナリア社登壇イベントにて


