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マザーアースコンサート ２０１１ Vol. 5
「 HOPE – 希望 - 」
東日本大震災・震災遺児支援

企 画 書

生命の賛歌を捧げたい

Back To The Nature
一番身近な地球、それは自分自身

since2004 Autumn
「 Ｌｏｖｅ Ｙｏｕ Ｆｏｒｅｖｅｒ 」
大切な人に伝えたい
いのちの尊さ
それは、誰しもかけがえのない‘いのち’だから

手繰り寄せる記憶にない記憶
慈しみ深く愛され続けている‘いのち’
それに気づいたとき優しくなれる、素直になれる・・・
そして‘いのち’は、きらめきはじめる

「Love You Forever …」
～世界・自分・子どもに尽きることのない愛を込めて～

親子の愛情の絆を静かに描いたベストセラー絵本
「ラブ・ユー・フォーエバー」をベースに脚本化し
歌と語りで綴り、親から子へ受け継がれていく
愛の世界を見つめながら
地球の鼓動を感じるコンサート

２０１１年１１月５日（土） 開場：午後 ５：４５ 開演：午後 ６：３０

仙台市戦災復興記念館 記念ホール
マザーアースコンサート実行委員会
http://motherearth.hirone-higa.jp

ごあいさつ ― Natural Voice ―
HOPE- 希望 - 【人間を信じて、明日を信じて 】 東日本大震災・震災遺児支援
２１世紀を迎えた私たちの社会は、一見穏やかそうに見えますが、それは本物でしょうか？
毎日、メディアでは、いじめ、幼児虐待、自殺等、たくさんの悲しい事件が報道されています。
世界各地では多くの人々、子どもたちを犠牲にした戦争やテロが・・・
そして、地球規模でおきているさまざまな自然災害。

日本でも目に見えない戦争のためにたくさんの人々の心が傷ついています。
競争社会の中で、比較され、責められながら育ち生きてきた、‘いのち’たち …
ストレスを抱え、心も身体も病んでしまうほどの社会問題が起きています。
一番平和であってほしい家庭の中でさえ、互いを傷つけあうことも少なくありません。
争いのない平和な世界は家庭・地域・社会から、そして、何よりも個々の内なる心の平和からと考えます。
そんな想いをひとつに築きあげていこうと私たちマザーアースコンサート実行委員会は集いました。

仙台在住、ボイスアーティスト・比嘉ひろ音の歌声に心励まされた仲間たちで企画された、マザーアー
スコンサートは２００４年１０月１６日、宮城県・仙台市「エル・パーク仙台・スタジオホール」において、 そっと宝
箱を開くように開催されました。そして、２００５年は受け継がれていく「命のリレー」をテーマに全国 8 箇所
いの ち

で、２００６年は「Pray-祈り- 」 今、ここにある生命 の奇跡を共に感じあいたい、２００９年は二年間の
充電期間を経て、再び「命」をクローズアップし、「一人ひとりの命の大切さ」をテーマに取り上げ、２５年
間自殺防止を提唱し活動を続けている、「社会福祉法人 仙台いのちの電話」への活動支援として開
催させて頂きました。

何か大切なものを見失いつつある２１世紀の幕開けに危機感を感じる昨今、自ら命を落としてしまう人
の数も年々増加し、大きな社会問題となっていることは周知のことと思います。そして、その総数は第
二次世界大戦の犠牲者数を上回るものとなってしまいました。

また、２０１１年３月１１日１４時４６分 日本観測史上最大の地震が起きました。被災地の人々は未だ
生々しい爪あとの中、今も必死に日々を生き抜いていらっしゃいます。この度は自然の猛威には太刀
打ちできない自分達の無力さも目の当たりにするなか、私達が行ってきた活動の意味を改めて深く考
えさせられました。被災者の痛みの一端でも感じることができればと、実際、ボランティアに出かけ、更
にさまざまな現実と直面させられました。そんな中、今、私達に出来る事はこれまで私達が信じ提唱し
続けてきた「誰しもかけがえのない命」であることを訴え続けていくことだというところに辿り着きました。
音楽の力を、比嘉ひろ音の歌に込められた愛の力を信じて今年もマザーアースコンサートを開催した
いと思います。

あるがままの地球の姿を平和な世界を、ありのままの自分で誰しも心地よく生きることができる社会を
取り戻したい。真の地球の平和を、心の平和を祈り願っていけたら、きっと明るい未来への扉を開いて
いくことが出来ると信じています。

マザーアースコンサート実行委員長 宮内 昭穂
※コンサートチケット収入の収益金の一部を「あしなが育英会」に寄付させていただきます
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「HOPE- 希望－」

東日本大震災・震災遺児支援
●タイトル

マザーアースコンサート 2011 「Love You Forever…」

●テーマ

HOPE - 希望－ 【 人間を信じて、明日を信じて 】

●日 時

2011 年１1 月 5 日（土）開場：午後 5：45 開演：午後 6：30

●会 場

仙台市戦災復興記念館 （記念ホール）
仙台市青葉区大町二丁目１2 番１号

●内 容

℡ 022－263－6931

親子の愛情の絆を静かに描いたベストセラー絵本
ロバート・マンチ作 「ラブ・ユー・フォーエバー」
をベースに比嘉ひろ音のオリジナルの歌の世界を脚本化
歌と朗読・ピアノ・ギター・シンセサイザーで綴るコンサート

●託 児

専門の保育士による無料の託児サービスがあります
（要予約 一週間前までにお申し込み下さい）

●チケット

●販売方法

前 売 3,000 円

ペア券 5,500 円

当 日 3,500 円

ペア券 6,000 円

基本はホームページ購入フォームからのお申し込みとなりますが、
電話・ＦＡＸでも受け付けております。
http://motherearth.hirone-higa.jp/

●お問合せ

マザーアースコンサート実行委員会事務局
仙台市青葉区落合 1-17-45 宮内歯科医院内
TEL 022－392－5515 FAX 022－392－5657

●後 援

宮城県、宮城県教育委員会、宮城県社会福祉協議会、
NHK 仙台放送局、河北新報社、Date fm

●助 成
●協 力
●ＵＲＬ

(財) 仙台市市民文化事業団
デジタルアーツ仙台
マザーアースコンサート オフィシャルサ http://motherearth.hirone-higa.jp/
比嘉ひろ音 オフィシャルサイト http://hirone-higa.jp/

●主 催

マザーアースコンサート実行委員会

★タイトル

マザーアースコンサート 2011 vol. 5 「Love Ｙou Ｆorever…」

★テーマ

HOPE - 希望－ 【 人間を信じて、明日を信じて 】

大切な人に伝えたい 「いのちの尊さ」
それは、誰しもかけがえのない‘いのち’だから

自分・家族・世界中が幸せで平和でありますように…
そして、子ども達の子ども達の子ども達が幸せでありますように…
母なる「地球」の笑顔がきえないように…

★内 容

「Love You Forever …」
～世界・自分・子どもに尽きることのない愛を込めて～

親子の愛情の絆を静かに描いたベストセラー絵本
「ラブ・ユー・フォーエバー」をベースに脚本化し
歌と語りで綴り、親から子へ受け継がれていく
愛の世界を見つめながら
地球の鼓動を感じるコンサート。

国境を超え、時代を超え、
親から子へ受け継がれていく「永遠の愛…」

おかあさんは うまれたばかりの
あかちゃんを だっこしながら うたいます。
「I Love You いつまでも
I Love You どんなときも
私が生きているかぎり
あなたはずっと私のあかちゃん」
扉の中にしまいこんでしまった、自分にも隠していた宝物…
それはかつて、この世に生を受けた時
誰よりも歓喜の声をあげ、花束を抱くように
優しく包んでくれた親の愛だったり…
或いは
遠い昔から私たちに命を惜しみなく与え続け、生かしてくれている自然
母なる地球の無償の愛かもしれません
そして、一人ひとりの‘いのち’がどんなに尊くて慈しみ深く
愛され続けている存在であるかということを思い出せるはずです。

マザーアースコンサート 2011 実行委員会 スタッフリスト
●実行委員長

宮内 昭穂

●顧

問

外山 與子

●監

事

毎床 優子
徃見 寿喜

●企

画

徃見 久美子

●舞台監督

比嘉 庸貴

●プロデュース

比嘉 恵子

● スタッフ代表

石岡 泉
片貝 ナツ子
神所 美穂
比嘉 乃乃香
他 18 名

出演者
◇歌

比嘉 ひろ音

◇語り

ゆくみ くみこ

◇ピアノ

諸沢 和良

◇ギター

牛島 正人

◇シンセ

牛島 央子
協 力

◆音響照明

デジタルアーツ仙台

◆舞台進行

株式会社 ルナスピリッツ

◆カメラマン

中田真光

◆チラシ作成

千葉弘恵

