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【参加費】K1〜K6: 喜捨（ご寄付をお願いいたします。）、 W1: 大人 500 円、高校生以下無料、J1:500 円
時間

K1

講師

12:40
〜13:10

ルントック
K2

キッズゲルニカ
国際委員会代表

13:20
〜13:50

金田 卓也

K3

作家・
プロデューサー

14:00
〜14:30

天川 彩
K4

14:40
〜15:10

15:20
〜15:50

ダライ・ラマ法王の指導の下、チベット亡命政権は、中道のアプローチを徹底して継続し、今後も中国か
らの分離独立を求めるのではなく、
チベット人の名実伴う真の自治を求めております。チベット亡命政権は、
それがチベット問題を解決できる唯一の方法と確信しています。中道のアプローチについて、皆様にご紹
介できればと考えております。

◆平和な世界の実現を子どもたちのイマジネーションと創造性の中に託す

NPOマザーハウス
代表

J1

シンガーソングライター、
子ども英語リトミック講師 他

HAOW

11:00〜
随時

平和の祈り
光ステージ・慈雲閣ステージ

原爆の残り火（平和の火）を灯し、宗教宗派国籍人

和への祈りを込めて音楽や踊りで世界をつなぎま

種を問わず、誰もが参加できるアースキャラバン独

す！開始から終了まで、盛りだくさんなパフォーマ

自の法要様式で、共に平和を祈念し、戦災者を追悼

ンス！ステージプログラム、出演者は中面をご参照

します。

ください。

どなたでもご参加いただけます！

講演･ワークショップ at 慈雲閣

11:00 〜 20:00

講演：12:40 〜

A〜J ブロック

WS：11:00 〜, 他

慈雲閣 1F

純益100%をチャリティへ。分かち合う心のマーケットです。

チベット問題、アートと子どもと平和、アメリカ先住

焼きそば、ニジマスの塩焼き、ナンカレー、オムライス、

民 Hopi 族と日本、仏教と非戦、獄中でのキリスト教と

サモサ、焼小籠包、かき氷、パン、お菓子、野菜、スパイス、お酒、

の出会い、当事者研究、などなど、興味深いテーマの

雑貨などなどの販売、・体験ワークショップ・ゲーム、癒し

講演を開催！また、英語リトミックや、書道のワーク

のボディーワークなどなど、50以上のブースが勢揃い！

ショップも開催します。

キッズ 子どもも楽しめるブース

キッズゲルニカ

11:00 〜

11:00 〜

中面の

マークのあるブース

J3
ピカソの「ゲルニカ」と同じサイズのキャンバスに、
世界の子どもたちが平和をテーマに描く国際平和壁

歌ったりダンスしたり、音の出るいろいろな楽器でセッションしたり。身近な材料で楽器を作ったり。いろん
な動物に変身して、いつもは出さない不思議な声を出したり！声の良く出るようになる体操やアクティビティ
などをとびっきり楽しく！大人も子どもも一緒にどうぞ！

書道ワークショップ、などなど、子どもはもちろん、

画プロジェクト！アースキャラバンでは、この壁画

大人も楽しめるブースがたくさん出店・出展してい

制作ワークショップが開催されます。

ます！

ぜひご参加ください！

◆うちわやハガキに、アートで自由な書道を楽しめるワークショップ

hannah

SHODO という日本の文化を通して、人種を越えて、世代を越えて、世界中の少しでも多く
の人々に、笑顔と楽しみを届けられますように。 ※汚れても大丈夫な恰好でお越し下さい。

署名ブース

【署名ブース：A13】 ご協力お願いします！

シリアンハンド

七海交易 竹内僚さん

SJP Waseda

NPO A.P.F.S

秩父で木工房ナガリ

シリア女性に職業を

世 界 一 辛 い 唐 辛 子、

SJP はカリフォルニアでは

外国人と日本人が助

パレスチナ外交官
ヒシャム･ナサールさん

家を営みながら原発

提供する目的の非営

「ブットジョロキア」栽

じまった学生団体。日本が

け合い生きる社会を

世界 130 以上の国から国家と

問題や平和の講演活

利団体。シリアは内

培 のため、バングラ

先駆けとなり、今年初めて

目指し活動していま

して承認を受けているパレス

動をしています。母

戦中であり、職業は

デシュへ。ベンガル語

アジアで支部ができました。

す。イラン人母子が

チナ。しかし日本政府はまだ

国イスラエルで兵役

希 望 を 意 味 し ま す。

学習本の執筆も手掛

学生がパレスチナ問題を話

日本に在留するため

承認をしていません。平和を

経験もあるダニーさ

平和とより良い未来

け、日 本 とバングラ

し合い、みんなが笑顔にな

の署名にご協力をお

願う皆さんの署名で、日本政

んと、色々語り合っ

の為に、手を合わせ

デシュの架 け 橋 と

れる未来を目標にプロジェ

願いします。

府のパレスチナ国家承認にご

てみよう。

ましょう。

なっている。

クトを実行していきます。

※詳細は裏面をご覧下さい

協力をお願いします。

世界13カ所

開催日程

2015 年 7 月 5 日〜2015 年 8 月 12 日

共同主催

浄土宗平和協会

協力

NPO ユニ 【TEL/FAX】075-551-2770【mail】info@earthcaravan.jp
NPO ユニ 東京事務局 【TEL/FAX】03-3385-7558【mail】info@earthcaravan.jp

11:00 〜

J2
あなたは、あなたの大事な人に、自然に、世界に、

ナを国家として承認する動きが高まっています。平和を願う

どんな願いを持っていますか？いろいろな国、さま

皆さんの署名で、日本政府にパレスチナ国家承認を訴えかけ

ざまな環境にある一人、一人が、心に抱いている願

ましょう。また、イラン人親子の在留署名もあります。同時に、

いを描きました。どうぞ、ごゆっくりご覧ください。

11:00 〜

※詳細は裏面をご覧下さい

A13
アースキャラバンには国際色豊かな参加者、ユニー
クな活動をする参加者がいっぱい。そんな参加者が
ホストとなって創る交流のひと時です。リラックス
モードで色々話して、楽しくつながってみよう！

公益財団法人 浄土宗ともいき財団／広島を繋げていく会

広島市･長崎市･京都市･港区（東京都）
･駐日パレスチナ常駐総代表部･きょうされん広島支部･朝日新聞東京総局･中國新聞･毎日新聞社･京都新聞社･
広島テレビ･中国放送･KBS 京都･広島ホームテレビ･テレビ新広島･エフエム京都･
（公財）京都府国際センター･
（公財）広島観光コンベンションビュー
ロー･ ひろしま国際センター･広島県観光連盟･京都クオリア研究所･ヤマト株式会社･マツダ株式会社･講談社･法蔵館･Tricab Group･アンデックス株
式会社･株式会社 Champion System Japan･株式会社オージーケーカブト･LEGON･株式会社寺田本家･株式会社ナチュラルハーモニー･国際交流 NGO
ピースボート･ヒューマンワールド･社会福祉法人浦河べてるの家･べてぶくろ･株式会社ごとう･たにぐち書店･原爆の図丸木美術館･グローイング
ピース･NPO 法人スウィング･焼肉屋いちなん･いけばな京楓流･株式会社ジェイシーエヌ･株式会社玄米酵素･スタジオラグ･Blue Eyes･錦花つね･株式
会社エス・ビー・シー･株式会社アークス･かき船かなわ･社会福祉法人 新明塾 工房ソラ･KITTEN COMPANY･チーム食の輪･スロー風土 ナチュ村

ピースアート展示

パレスチナ紛争をストップさせるために、世界中でパレスチ

交流スペース

日本（広島・京都・東京）
・オーストリア（ドルンビルン・ウィーン）
・ドイツ（ダッハウ・ミュンヘン）
・チェコ（プラハ）
・
ポーランド（アウシュビッツ）
・カナダ（トロント）
・パレスチナ（ベツレヘム）
・イスラエル（ネーブシャローム）エルサレム

開催場所

A13

こうした問題に詳しい方や当事者のお話も聞けます。

http://www.earthcaravan.jp

ǋÁǢǖȌȒǹȜ  Ӥຒ

アースキャラバン
実行委員会

※詳細は裏面ご覧下さい

バルーンアート、ボードゲーム、ペーパークラフト、

ダニー･ネフセタイさん

お問合せ

慈雲閣 2F

アースキャラバンに賛同するアーティスト達が、平

11:00 〜

後援 ・ 協 賛

11:00 〜

紙芝居、ミャンマーだるま作り、エコバッジ制作、

書藝アーティスト

NPO ユニ

11:00 - 20:00

◆心と身体に効くボイトレ的リトミック遊び〜リンパ体操も覚えちゃお！

【交流スペース：A13】 交流ホストは、下記の皆さんです。 ドネーション制（お茶•お菓子付）

主催

港区芝・東京タワー近隣

100% チャリティーのマーケット & ワークショップ

2012 年刑務所にいる人々を支援する「特定非営利活動法人マザーハウス」を立ち上げ理事長を務める。前科３犯、
受刑歴約 20 年のなかで、主イエス・キリストと獄中で出会い、回心した。祈りと真の愛を実践。マザーハウスは
出所者を受け入れ、受刑者と文通を行い、受刑者、元受刑者の更生のためのサポートを行い神の愛を伝えている。

浦河べてるの家

16:40
〜17:40

18:50

◆「闇から光へ」真の愛と出逢って

今ではあらゆる場面で活用されています。また、東京では路上生活の方への支援を行っています。それらの取
り組みについて紹介させていただきます。

W1

11:45

〜

◆太古からの祈りを今に繋ぐ Hopi 族と日本人

◆当事者研究と東京プロジェクトの紹介
向谷地 宣明ほか 北海道浦河町で始まった「当事者研究｣。精神障がいの方が生きやすくなるための自分を助けるプログラムが、

16:00
〜16:30

ピースコンサート

キッズゲルニカは『ゲルニカ』と同じサイズ (3.5m×7.8m) の大きなキャンバスに世界各地の子どもたちが
平和をテーマに描くという国際子ども平和壁画プロジェクトです。第二次世界大戦終結 50 年目の 1995 年
に始まり、これまでに世界 45 ヶ国以上で 300 点近い平和の絵が生まれています。キッズゲルニカで大切に
している、アートを通して平和の意識を高めるということと、ゆるやかなネットワークで新たな人と人のつ
ながりを築いていくことについてみなさんといっしょに考えたいと思います。

映画やＴＶドラマにもなった小説「タイヨウのうた」の著者として知られる天川氏は、国内外の信仰や古層文
化を様々な手法で紹介するプロデューサーとしても活躍。
「平和の民」と呼ばれるアメリカ先住民族 Hopi 族と
20 年近く交流している観点 から、ホピ族と日本の信仰や精神性の共通点を話してもらう。

ஷש

Event Contents

「生きとし生けるものを殺さず」という不殺生戒がある仏教では、非戦に関して明確な思想を持っています。な
かでも浄土宗を開いた法然上人の父である漆間時国公のご遺言は、現代に生きる私たちにも重要なメッセージ
を与えています。当日は、この時国公のメッセージをご紹介したいと思っております。

五十嵐 弘志
K6

◆中道のアプローチ

◆仏教が伝える非戦のココロ

浄土宗光琳寺
副住職

井上 広法
K5

2015

講演・ワークショップ内容
ダライ･ラマ法王
日本代表部事務所
代表

増上寺 7.19

アースキャラバン
Earth
Caravan
at

開始時間の５分前までにお集まりください。

5 宗教者スピーチ
16:00 頃 〜

光ステージ
５つの違う宗教（仏教、ヒンズー教、イスラム教、
ユダヤ教、キリスト教）を信仰されている方々が一
堂に会し、５宗教者によるスピーチをおこないます。
どんな話が繰り広げられるのか、ご注目下さい。

ピースサイクリングゴールイベント
18:50 頃 〜 20:00

光ステージ

7/5 のアースキャラバン広島の開催地からイギリス人
のスーザンさんと仲間達が、自転車で「平和の火」
（原
爆の残り火）
を運んでいます。アースキャラバン東京
開催当日の夕方に増上寺会場でゴール！
スーザンさんによって届けられた「平和の火」でキャ
ンドルサービスをおこないます！
そして、5 宗教者とともに、平和を誓い
4 宗教合同合唱で 4 種の祈りが融合！
クライマックスには、世界的詩人クリ
ス･モズデル氏が、アースキャラバ
ンのために書き下ろした詩
「The Flame Of The Golden
Flower（金色の華の炎）
」を
俳優の鶴見辰吾さんも
朗読します！感動のラスト
ピースサイクリングの
にご期待ください！

最終区間を併走し、スーザン

さんと共にゴールします！

ǋÁǢǖȌȒǹȜஷשDWञࠚ Map & Time Table
ӂथ 0DS

光ステージプログラム

ǢǯÁǡ§ܹќࢫќࡑऋӁ（順不同）

開会

11:45
11:50〜

1F この奧に
トイレ有り

エアリアル（音楽ユニット）
ロック・オブ・エイジア（ロックバンド）
りゅばん・ぷりえーる＆想真（音楽ユニット & ダンス）
ヨシダダイキチ × 指原一登（シタール & タブラ演奏）

増上寺会館

飲食
スペース

HAOW（音楽ユニット）
日本憲吉
（憲法朗読）
MInori（ベリーダンス）
櫻井郁也（舞踏）

14:45 頃〜

17:00 頃〜

飲食
スペース

宗教者スピーチ 1: 仏教（井上広法）
宗教者スピーチ 2: ヒンズー教（スワミ･サドヨージャータ）
アミナダブ（音楽ユニット）
宗教者スピーチ 3: ユダヤ教
（ダニー・ネフセタイ）
宗教者スピーチ 4: イスラム教（パレスチナ外交官ヒシャム･ナサール）
原田 真二（ミュージシャン）
宗教者スピーチ 5: キリスト教（五十嵐弘志）
被爆者（田中 煕巳さん）のお話
PANTA& 制服向上委員会（ミュージシャン & アイドル）

16:00 頃〜

光ステージ

慈雲閣 2F

A1

B3

11:00〜 平和の祈り
宗教宗派国籍人種を問わず、誰もが
参加できます。

E1

B4 B1

E2

B5 B2

A3

ピースサイクリングゴールイベント

18:50 頃〜

慈雲閣 1F
11:00〜

講演 & ワークショップ

※講演プログラム、内容については
裏面をご覧下さい。

閉会

裏面表 No K1〜K6,W1

F1
F2
F3
F4

G1
G2
G3

慈雲閣ステージプログラム

,3

16:15 頃〜
17:00

T.M ホフマン（尺八）
岡埜桂子（インド舞踊）

A6
A7
A8
A9
A10

A14

J1

,1

A13

J3

慈雲閣ステージ

黒門

閉会

三門

H1 H2 H3 H4 H5 H6

食事系

A1

A11

生蜂蜜やフルーツを使ったジュース等

A2

OmtRak

A12

立川野菜

飲料等
子どもも楽しめる
WS ワークショップ

A4

NPO 法人チャレンジド･フェスティバル

A13

A6

べてるの家 × べてぶくろ

A14
B1

ご協力を
お願いいたします。

A7

想真（即興舞踏アーティスト）

金田卓也（キッズゲルニカ国際委員会代表）

発達障がいをもつチャレンジド・アーティスト。舞台・
テレビ出演他、様々なジャンルで活躍中。

ピカソのゲルニカと同じサイズのキャンバスに世界各地
の子ども達が平和の絵を描くプロジェクトの日本代表。

ヨシダダイキチ（シタール奏者）

天川彩（作家・プロデューサー）

インド楽器シタール演奏の第一人者。本場インドでシ
タールを学び、十数枚の CD をリリース。

小説『タイヨウのうた』はベストセラーとなり映画、ＴＶド
ラマとしても話題に。信仰や古層文化に関する講演も多数。

HAOW（シンガーソングライター、
子ども英語リトミック講師 他）

向谷地 宣明（べてる式当事者研究室

脊髄液が漏れる慢性病を抱えながら、反原発をテーマ
にした歌等を歌い続けている。

当事者研究のワークショップを各地で主催、家族会や
当事者会活動を応援している。

日本憲吉（コンセプチュアルアーテイスト）

井上広法（仏教徒：浄土宗光琳寺 副住職）

村田訓吉。1974 年より作家活動開始。個展、企画展、
グループ展等多数。日本国憲法前文を朗読している。

史上初のお坊さんバラエティ番組「ぶっちゃけ寺」を
立ち上げ、様々なメディアに多数出演中。

MInori（ベリーダンサー）

スワミ・サドヨージャータ（ヒンズー教徒）

五十嵐弘志（キリスト教徒 NPOマザーハウス代表）
20 年間の服役中に聖書と出会い、キリスト教徒に。受
刑者の社会復帰のため、全国で様々な活動をしている。

原田 真二（ミュージシャン）

パレスチナ外交官
ヒシャム･ナサール（イスラム教徒）

PANTA（ミュージシャン）

日本マリネラ協会（音楽ユニット）

頭脳警察を率いて旋風を巻き起こした伝説のアーティ
スト。他のアーティストへの楽曲の提供も多数。

日本とペルーの「共存、共助、共栄」を目的とし、南米ペルー共
和国のダンス「マリネラ」を日本に広める活動をおこなっている。

制服向上委員会（社会派アイドルグループ）

T.M ホフマン（尺八奏者）

1992 年に「清く正しく美しく」
「愛と勇気と思いやり」
をモットーに結成。
社会派アイドルとして幅広く活躍中。

インド・南アジア、日本、欧米で演奏や講演のかたちで活動。
2008 年インド芸術連盟より音楽聖人の名称が与えられた。

毛利まこ（女優）

白井 愛子（歌手）

女優･脚本家として活動。また、幅広い年齢層にヨガ、
演技、朗読などの指導を行っている。

演劇を観ているかの様な緩急あるステージや画家との
コラボレーションのアートなステージに定評がある。

D6

ＮＰＯ法人 動物実験の廃止を求める会

C3

関東「地球村」

C4

WS

D7

C5

ニコニコカレー

E1

C6

WS

H1

ひとさじの会

枝元なほみ / チームむかご

E2

WS

H2

F1

ただすの森

非営利団体シリアンハンド

H3
H4

nagomi（ナゴミ）

レイキサロン＆スクール 風の城

峰の雪酒造場･株式会社 村松仙春

アル・ジスル

着物屋

残飯

不燃

可燃

ヒーリング･コテイジ 天音

カン

ペット
ボトル

裸足でスパイス
スパイス
（主にインド産）販売

D1

ルチ

WS

D2

ボディカバブ、チキンサンド、ナンカリー等

B4

あしたば

D3

和季あいあい柳

C1

百姓道場
ニジマスの塩焼き、りんごジュース

消しゴム仏はんこ

F3

きらきら☆たねまきの会

F4

D4

どんぐり工房

D5

日本マリネラ協会
ペルーのアクセサリー販売等

七海交易

H6

The Way To Happiness Japan

H7

WS

G1

タオ療法 チャリティ施術

太古の香

H8

古代エジプト薫香「キフィ」つくり

G2

ピースボート
パレスチナ問題の活動･地球一周の船旅紹介

I2

NPO ユニバーサルデザイン絵本センター
点字付き絵本体験＆販売

WS

H9

ヒラメキ工房･なおき工房･（有）
人営
ゲーム・ペーパークラフト

紙芝居を広める会
紙芝居や童話

WS

I3

＋P
お面作りワークショップ、水鉄砲など

WS

J1

hannah
アクセサリー販売、
ワークショップ
（詳細裏面）

癒しのスペース CARUNA
NPO 法人ユニ

合同会社デジタルポケット
ワークショップ・ビスケットランド

J2

焼き菓子販売・施術

クッキー・冊子配布

どんぐりクッキー

I1

パレスチナ問題活動紹介、菓子･アラビックコーヒー販売

りょう君のジョロキア（唐辛子）販売

折バラプロジェクト、クッキー販売等

ケバブ

H5

蜂蜜のお酒 販売

簡単仏はんこ体験

焼きそば、コロナビール

B5

F2

レイキヒーリング

トニー & マニーマジックバルーン
バルーンで動物やお花をプレゼント！

WS

似顔絵師スミチェル

キャラバン･ソフトドリンクバー 恵みの水
水、お茶、ジュース、炭酸水等

H11

似顔絵描き

上海 Delica

NPO 法人ユニ
戦略ボードゲームチャトランガ

浄土宗ともいき財団

エコバッジ制作ワークショップ

タマリンドジュース、マリナサンド、布製品

新宿区立新宿福祉作業所

H10

ミャンマーのだるま＜ピッタインダウン＞を作ろう！

お好みのトッピングでカキ氷を販売

カレー、クッキー等

創作料理 キッチン TAO

任意団体ツナミクラフト

NPO 法人マザーハウス
マリアコーヒー･CD アルバム販売等

津波被災地フェアトレード製品、手織りワークショップ

サモサ、唐揚げ

本部テント

G3

ヨガ･呼吸法の紹介、図書

手作り小物販売。コスタリカ･キューバ紹介

交流スペース・署名ブース

アートオブリビング

SJP Waseda

B3

イスラエル出身。秩父郡皆野町で木工房を経営しなが
ら平和･脱原発問題など多彩な公演活動をしている。

６枚の CD をメジャーレーベルからリリース。リーダーの
遠藤喨及は僧侶。「アースキャラバン2015 の呼びかけ人」

気功整体、フーレセラピー・物販

THORNY GREEN

アートオブリビング代表。世界 30 ヶ国以上で呼吸法・
瞑想各種コースの指導、人道活動等をおこなっている。

アミナダブ（音楽ユニット）

焼小籠包・炒麺・飲料販売

B2

室長）

ダニー・ネフセタイ（ユダヤ教徒）

焼きたてパン･マフィン･ラスク、グッズ販売

指圧＆音叉ヒーリング

A10

1980年成田山新勝寺の留学生として来日。その後、ダ
ライ・ラマ法王の警護等を担当し、2014 年に再来日。

トッポギ･蒸しじゃが･ナポうどん

掛け軸・小物販売

A9

ルントック（ダライ･ラマ法王日本代表部事務所代表）

三味線奏者の松本優子がソプラノの小川真弓、フルー
トの所尚子と結成した音楽ユニット。

日高昆布・書籍・グッズ販売

T シャツ販売

A8

上関どうするネット
山口県祝島特産品
（ビワ茶 ひじき）･雑貨販売

CD・T シャツ・グッズ等販売

物販、フリーマーケット 展示

ゴミの分別に

C2

コミュニケーション & パレスチナ国家承認等の署名

チャレンジドフェスティバルの紹介

A5

三浦農園

展示・グッズ販売

自然農法野菜・卵・加工品販売

りゅばん・ぷりえーる（音楽ユニット）

モヒニヤッタムが織りなす優美で繊細な表現の世界に魅
了され、インド･日本で公演およびライブ活動などを行う。

無農薬野菜・卵など

オムライス専門のキッチンカー

A3

パン･菓子等

オーガニック移動カフェ honobono 号

県立長崎中学 1 年在学時、原爆被爆。5 人の身内の命
を一挙に奪われ、伯母を野原で荼毘に付す。

岡埜桂子（インド古典舞踊）

H7 H8 H9 H10 H11

出展店舗
・団体一覧

田中 煕巳（長崎被爆者）

和楽器をフューチャーし、異色のアコースティックバ
ンドとして活躍中。

1977 年デビュー。国連本部で演奏するなど国内外で
活躍中。

J2

,2

白井愛子（歌手）
想真（ダンスワークショップ）

慈雲閣

救護室

ロック・オブ・エイジア（ロックバンド）

1997年、美術の櫻井恵美子と共にダンスアートユニット
「十字舎房」
を設立。現在まで40余の作品を発表している。

A12

（叙事詩「アニアーラ」の朗読）

15:00 頃〜

D7

マイケル・ジャクソン、エリック・クラプトン、YMO
などの作詞を手がけてきた世界的詩人。

櫻井郁也（舞踏家）
A4
A5

D3 D1
D4
D5 D2
D6

クリス・モズデル（作詞家）

ヒット曲「息吹」につづき、
「３月１１日をつながる
日に」テーマ曲が人気上昇中！

「ダンスは祈りである…」という言葉を体現したいとい
う思いで様々な場所でベリーダンスを披露している。

A11

開会
日本マリネラ協会（ペルー舞踊）
毛利まこ＆溝口園枝＆日本憲吉

14:00〜

C4 C1
C5
C2
C6
C3

飲食
スペース

ピースキャンドルサービス
5 宗教者の祈りと共同宣言
4 宗教合同合唱・フィナーレ
クリス・モズデル氏による詩の朗読
19:55〜20:00

A2

エアリアル（音楽ユニット）

ピースアート展示
未来への願いを世界の人々が絵にしました。

WS

J3

キッズゲルニカ
キッズゲルニカ展示 & 壁画制作ワークショップ

