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愛と平和の祈り小松公演
INAMORI Art Project Group

P R A Y E R  O F  L O V E  A N D  P E A C E

石川県こまつ芸術劇場(土)
日

(石川県小松市土居原町 710 番地 )

2018   3  10年 月

※稲森アートプロジェクトグループは、国や文化や宗教の違いを越えて愛と平和を訴えることを目的としており、いかなる宗教団体・政治団体とも関係はありません。

予約URL： iapg.jp/z
お申し込み直後に、予約受付確認メールを自動送信いたします。
24 時間以内にメールが届かない場合は、お手数でも事務局
（mail：yoyaku@iapg.jp）までお問い合わせください。

■ 主催：愛と平和の祈り小松公演実行委員会 ■ 共催：稲森アートプロジェクトグループ ■ 協賛：コマニー株式会社 ■ 後援 ：小松市、小松市教育委員会、
北國新聞社、NPO法人東京オペラ協会、New Heritage Theatre Group (New York)、Grandparents Around the World Productions (New York)

プログラム： チケット【全席自由】  ご予約・前売 1,000 円
当日 1,500 円 / 高校生以下 500 円 / 未就学児 無料

＊ 音楽劇「地球のこどもたちへ」
＊ 演劇「マリアの祈り～ナガサキの奇蹟～」
＊ 愛と平和に向けた祈り
＊ 音楽劇「地球のこどもたちへ」
＊ 演劇「The Firefighters 消防士物語」
＊ 愛と平和に向けた祈り

※プログラムは変更になる場合があります

(英語字幕あり)

(英語字幕あり)

音楽劇  「地球のこどもたちへ」音楽劇  「地球のこどもたちへ」

演劇  「マリアの祈り～ナガサキの奇蹟～」演劇  「マリアの祈り～ナガサキの奇蹟～」 演劇  「The Firefighters 消防士物語」演劇  「The Firefighters 消防士物語」

Unification <分裂から統合へ>
~今、世界をひとつに~

13:30  開場 
14:00  開演 
16:30  終演 (予定)
17:30  開場 
18:00  開演 
19:45  終演 (予定)

第一部

第一部

第二部

第二部 うらら大ホール

私たち人間には、それぞれ「違い」があります。
しかしひとつだけ、すべての人間に共通のものがあります。
それは「愛」だと思います。
より大きな人間としての共通項、神から与えられた「愛」という共通
項の下で、地球人は真にひとつになれるはずです。
今、人類はこれまでの歴史の過程で定められて来た「国家」や「宗教」
の枠を壊し、ひとつの地球として、世界中が「ひとつの国」になり、
同じ神に創られた「神の子」として「ひとつの信仰」にまとまること
ができるのではないでしょうか？
それが「宇宙船地球号」の乗組員である、ということだと思います。
それが「Unification」です。
私たちはこの地球が愛の星として、それぞれの国が「地球国」の中の
一員となれることを、そしてそれぞれの宗教も「地球教」の中のひと
つの神の教えとして統合されるような世界、それを未来のビジョンと
して描きたいと思います。

INAMORI Art Project Group
代表　大和 光剣



マリアの祈り

「民族や宗教の違いを超えて、共に生かし合う世界を創りましょう」
という理念の下、IAPG のオリジナル楽曲をストーリー仕立てにし
た作品です。大きな災害に遭われた人々に国を越え宗教を超え手を
差しのべることのできる人類が、民族や宗教の違いで殺し合うと
いった愚かな行為を止められないはずはありません。ささやかで平
凡な幸せを守りたい、その思いを世界中に届けたいと思います。

音楽劇　地球のこどもたちへ

まさに贈り物でした。私はこの
公演からインスピレーションを
得ました。いち牧師として、私
の人生に関わるすべてのことに
ついて、なにをしなければなら
ないかということ。もう驚くば
かりでした。 (ニューヨーク 女性)

すべての演目は素晴らしかったで
す。私は、赤ちゃんのように泣き
ました。( ニューヨーク 学生 )

私の牧師としての人生観が変
わった。 ( ニューヨーク 男性 )

とても心地よいひとときを過ご
せました。平和について改めて
考えることができました。この
メッセージをもっと多くの人に
知ってもらいたいと思いました。
( 広島県 女性 )

途中から涙があふれて止まらな
かったです。戦争は二度としては
いけません。私も毎日平和を祈っ
ています。とても感動しました。
今日ここに来れたのも必然だった
と感じました。( 広島県 女性 )

ステージと会場いっぱいに繰り
広げられたエネルギッシュな平
和の願いをこめた祈り、よく伝
わってきました。私も平和の願
いをこめ、生き、祈ってまいり
ます。すべての壁を越えて !! 
( 広島県 女性 )

演劇「ナガサキの奇蹟」を観
させて頂きながら、仏教の教
えの中の説明が全部つくなと、
思いました。宗教を超えて、
宗教者が主催して、この公演
が開かれることを望みます。
( 仏教 僧侶 )

心から感動しました。心ゆさぶ
られました。平和な世の中であ
りますように。 ( 広島県 女性 )

今日は素敵な歌とダンス、そし
て舞台をありがとうございまし
た。そして、素晴らしいメッセー
ジ、「神様が天国でいがみあって
いるわけない」。私はカトリック
信者ですが、常日頃思っていた
ことでした。稲森さんの命がけ
のメッセージ、受け取りました。
( 神奈川県 女性 )

「愛と平和の祈り」公演　来場者アンケートより

平和の大切さと、自分に出来るこ
とは何なのか、考えることが出来
ました。私たちは自分のことばか
り優先してしまうのですが、そう
ではだめ。私が幸福になるために
は、みんなが幸福でないといけな
い。平和が大切ということを痛感
しました。  ( 広島県 女性 )

稲森アートプロジェクトグループとは

稲森アートプロジェクトグループは、稲森紀子という進行性の難
病におかされた一人の女性が、こんな自分であっても残された時
間の中で、世の中のためになるような活動ができないかと考え、
立ち上げたアマチュアの芸術集団です。演劇、音楽、ダンス、和
太鼓、美術絵画の５つのユニットが、人種、民族、宗教の違いを
越えて、すべての存在が尊く、同じ地球に住まう地球家族である
という認識に立ち、争いのない平和な世界の実現を目指して活動
をしています。

演劇　ナガサキの奇蹟
大学生のマリアと洋介が夏休みに訪れた町、長崎。
異国情緒あふれるその町で、予期せぬ出来事がふたりを待ち受ける。 
江戸・昭和・現代。三つの時代にわたって紡がれる奇蹟の物語。

演劇　The Firefighters 消防士物語
2013 年、アメリカのニューヨークに留学中の大学生茉莉亜は、日本か
ら訪ねてきた叔母の梨恵と共に、ワールド・トレード・センターを訪
れる。センターの近くに建つ教会へ向かった二人は、あるモニュメン
トの前で足を止める。そこには 12 年前にこの地でおきた大規模テロ事
件で命を落とした多くの消防士たちの残した遺品が飾られていた…。
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石川県こまつ芸術劇場うらら：アクセス
〒923-0921 石川県小松市土居原町 710 番地
▪JR利用の場合：JR小松駅から徒歩 1分
▪飛行機利用の場合：小松空港から小松駅行きバスで 12分
▪車利用の場合：北陸自動車道小松 ICから 10分

◯お問い合わせ先　（コマニー株式会社内）
　電話番号：0761-21-1144
　メールアドレス：yoyakuiapg@comany.net


