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ショートミュージカル「UNIFICATION」

2018年4月22日  鹿児島公演  フィナーレ合唱

＊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～」

※当グループは、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。

▪主催 ：稲森アートプロジェクトグループ 
▪後援 ：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】  1,000 円
15:30  開場  16:00  開演  18:30  終演 (予定) （東京都墨田区東向島2丁目38番 7号）

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

Uni�cation <分裂から統合へ>
~今、世界をひとつに~

(英語字幕あり）

/ 未就学児 無料
電話予約：カンフェティチケットセンター
0120 - 240 - 540（受付時間 平日 10:00~18:00）

Web予約：iapg.jp/z

予約番号をお伝えしますので、メモをご用意ください。予約番号をお近くの
セブンイレブンのレジまでお持ちください。

Web 予約前に、公演チケットサイト「カンフェティ」への会員登録（無料）が
必要となります。お支払い・発券はお近くのセブンイレブンのレジにてお願い
いたします。　※チケット一枚につき220円の手数料がかかります。

ユートリヤ

速報！

愛と平和の祈り東京公演
P R A Y E R  O F  L O V E  A N D  P E A C E



アクセス：
・東武伊勢崎線・東武亀戸線 東武曳舟駅下車　徒歩５分
・京成線・京成曳舟駅　徒歩５分
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お問い合わせ　：　yoyaku@iapg.jp
ホームページ　：　iapg.jp/JPN/

（マイケル）ジャクソン・レーベルのプロデューサーをされていた Jett 
Edwards さんが、IAPG の理念に共鳴してくださり、互いの「神様の
本当の思いを伝える新しいゴスペル（New Gospel）を作りたい」と
の思いでコラボレーションし、コンセプトアルバム「UNIFICATION」
を作り上げました。その中の３曲を基にし、ショートミュージカルと
して、完成させました。神様は、宗教・人種・個性すべてにおいて、
それぞれが持つ違いこそが素晴らしく、それを、互いに認め合い高め
合いながら、世界中の人々が家族として手を取り合って、本来の姿で
ある、ひとつの兄弟姉妹になりなさいということを言っておられる、
そんな物語をショートミュージカルを通してお伝えします。

2019 年 10 月 13 日、INAMORI Art 
Project Grouop は、アメリカ連邦議会並
びにニューヨーク市それぞれから、ニュー
ヨークにおける平和提唱芸術活動に対し、
表彰をいただきました。

ショートミュージカル
UNIFICATION 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 マリアの祈り 
～ナガサキの奇蹟～

ニューヨークの New Heritage Theatre Group と私たち IAPG は、
2020 年 12 月にオンライン公演「LOVE, PEACE & UNITY ～AS ONE～」
を行い、アメリカ全土、日本、中国、アイルランド、インド、南アフリカ、
フランス、タイ、プエルトリコ、キューバ、ジンバブエを含む世界
各国からたくさんの視聴・登録を頂き、続々と賛同・謝意・祝辞が
届きました。コロナ禍等の中、世界を分断・分裂から遠ざけ、ひと
つにしたいという祈りを込めて、本公演をフリー配信させて頂くこ
とに致しました。ぜひご覧ください。

IAPGの芸術活動がアメリカ連邦議会より表彰されました

●最新情報はFacebbokやメールマガジンでも発信しています。
詳しくはホームページをご覧ください。

https://youtu.be/dlEnHVSwczE
“LOVE, PEACE & UNITY” VIRTUAL CONCERT 2020

AS ONE
オンライン配信

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 )

「Unification」は、とても良いと
思います。なぜなら、人々をひ
とつにつなぎ、統合するからで
す。人類の成長のためにも、霊
性のためにも、人類がひとつに
まとまっていくためにも、とて
も重要なことであると思います。
（ニューヨーク 女性）

私の使命をいま一度考え直し
たいです。平和な地球になれ
ますように、まず私から変わ
りたいと思います。
（鹿児島県 女性）

この世界から、戦争がなくなり、
たくさんの人々が幸せに暮らせる
日々が訪れることを願い、自分に
できることがあれば、何かしたい
と思います。そう思わさせていた
だきました。本当にありがとうご
ざいました。（鹿児島県 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 )

稲森さんがともされた灯があな
た方に燃え移って、今、私たち
にその灯が燃え移ったのです
よ。（仏教 僧侶）

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

戦争は絶対に起こってほしくない
し、平和になれるよう、自分も祈
りをささげると同時に、伝えてい
くことが大切だと思いました。
（鹿児島県 女性）

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。

稲森アートプロジェクトグループとは


