〜いのちに合掌〜

2017. 9.18

月

祝日 入 場

12:00 〜 18:00 場 所：松江テルサ

無料

松江市朝日町 478-18（JR 松江駅北口から徒歩 1 分）

戦場カメラマン

Ⓡこぞうくん

たまびかりちゃん

日蓮宗新聞社
イメージキャラクター

いのちだんだんフェスタ
イメージキャラクター

※ 手 話 通 訳あり

渡部陽一講演会
［テーマ］ 世 界からのメッセージ 〜平 和と命の大 切さ〜

メインステージ
1F テルサホール
13：00 〜 18：00

●オープニングセレモニー
●講演会

渡部陽一氏

●いのちのライブ

奈都子

イベントフロア
1Ｆ アトリウムシャラ
4F 会議室・研修室等
12：00 〜 17：00

●死とのふれあいブース
●坊主カフェ
（黒光館）

過 酷な状 況で数々の命と向き合ってきたご自身の経 験を元に、

●書道ガールズ×書道ボウズ

今を生きる人々へ「 命の大 切さ」を伝えてもらいます 。ぜひご来 場ください。

●クロージングセレモニー

●いのちの展示ブース

テルサ北側広場フロア

●授乳室・託児所・救護室

Guest

12：00 〜 17：00（小雨決行）

●動物愛護ブース

●おはなしブース

●オショカジ bon.
●ワンコイン整骨院

●食のブース
お坊さんと一 緒にイベントスタッフ

［ボランティアスタッフ募集］として活 動してみませんか？
奈都子

書芸院ガールズ 浅 津 知 子

奈都子のいのちのライ
ブ。米子市出身で松江
市在住のシンガーソン
グライター奈 都 子によ
る、心温まるライブを開
催します。

市内イベントで活躍中
の 書 芸 院ガールズと、
米田暁雄
（連紹寺住職）
が奇跡のコラボレーショ
ン。魂の文字を生で感じ
てください。

「食卓には地球を変える
力がある」
と題し、ご講
演 頂きます。今 回は食
育の話を通じて、
「いの
ち」
を見つめなおしてい
ただきたいと思います。

鈴木 隆泰

徳永

進

「僧侶と医師の
「いのち」のはなし」
と題し、東京都
の善應院住職で山口県立大学教授職である鈴木
先生と、鳥取県の野の花診療所の医師である徳
永先生にご講演頂きます。釈迦が答えます。医療
が答えます。限りある私たちの
「いのち」
の答えを見
つけます。

総合司会

河野 美知

河瀬 真承

フリーアナウンサー。
元山陰中央テレビア
ナウンサー。神社ガー
ルズ研究会会長。八
百万マーケット代表。

僧侶
出雲・妙蓮寺住職

●お問い合わせ：いのちだんだんフェスタ実行委員会
●主催：日蓮宗島根県宗務所
［事務局］
〒690-0063 島根県松江市寺町 170（妙興寺内） TEL 090-2007-9836（高梨） E-mail : myoukouji1103@gmail.com http://ｗｗｗ.inochi-dandan-festa.jp/

2017. 9.18

12:00 〜 18:00

祝日

入場
場 所：松 江テルサ 無 料
月

松江市朝日町 478-18（JR 松江駅北口から徒歩 1 分）

い のちだんだんフェスタってなに？
「いのち」
というテーマに沿って、様々な講演やコンサート・イベントを行います。小
さなお子様からご年配の方まで、年齢・性別・宗教に関係なく多くの方々にご来
場いただき、
「いのち」
について考えるきっかけにして頂ければと思っております。こ
のイベントは、物品の販売を目的とするものではございません。ご安心ください。

2011 年、東日本大震災がおきた年に、
「いのちだんだんフェスタ2011」
を開催し、1日で約 3000 人の

い動物達の命までもが失われています。そして、大地震が起こるたびにその意識は高まりますが、残念な

来場者を迎える大イベントになりました。

がら時が経つにつれて低くなってしまいます。

しかし、その後も地震、津波、台風、我々がどれだけ知恵を絞っても自然災害はおこり、毎日地球のど
こかで多くの
「命」
と、多くの
「日常」
が奪われています。もちろん、人間だけでなく、きれいな草花やかわい

今回の
「いのちだんだんフェスタ」
では、多くの皆様にいのちの大切さを伝え、生きることの喜びと感謝
の輪を弘めることを目的として開催します。

［メインステージ］ ［イベントフロアガイド］ 会場全体で、「いのち」を考えるイベントです。ぜひ、全ての会場をご覧ください！
1 階 テルサホール
車いすなどの障がい者席を
ご用意しています。

13：00 〜
オープニング
［12：30 開場］

13：15 〜 14：45

渡部陽一講演会（戦場カメラマン）

テーマ
『世界からのメッセージ 〜平和と命の大切さ〜』
過酷な状況で数々の命と向

き合ってきたご自身の経験を
元に、今を生きる人々へ
「命
の大 切さ」
を伝えてもらいま
す。ぜひご来場ください。
※手話通訳あり
1972 年生まれ。静岡県出身。明治学院大学法学部
法律学科卒業。学生時代から世界の紛争地域を専門
に取材を続ける。戦場の悲劇、そこで暮らす人々の生
きた声に耳を傾け、極限の状況に立たされる家族の絆
を見据える。イラク戦争では米軍従軍（ＥＭＢＥＤ）取材

１階 フロア
（アトリウムシャラ）
12：00 〜 17：00

12：00 〜 16：00

12：50 〜 16：00

死とのふれあいブース

坊主カフェ
（黒光館）

入棺体験や遺影撮影、戒名クイズなどを通して、

お坊さんが、恋愛、仕事の愚痴、将来の不安など、

さまざまな分野で活躍中の講師をお迎えし、
「いの
ち」
についておはなしをしてもらいます。

死にふれてもらい、いのちの大切さを感じてもらう

みなさんのお悩みなんでも聞きます。ココロとカラダ
のデトックスは、坊主カフェ黒光館へどうぞ。

入棺体験

お代はお気持ちで結構です。
（だいたい100 円くら

明るく楽しく、めったにない機会です。チャレンジ入
棺体験！写真を撮ってSNSに投稿しよう
！
自分があの世へ行く時、棺桶に入れていきたいも

※お坊さんが、お茶やコーヒーを提供いたします。
いです）
みなさまからいただきまし

ことなど、多くの気づきが得られます。ぜひこの機
会にどうぞ。

和な世の中になるはずです。今回は食育の話を通
じて、
「いのち」
を見つめなおしていただきたいと思

12：00 〜 16：00

います。

いのちの展示ブース

児所をご準備させていただいております。
※託児所をご利用いただくお客様は、2日前まで

シャン奈都子（ミュージア

に事前予約をお願い致します。当日の受付はでき

所属）
による、心温まるラ

ませんことをご了承ください。

遺影撮影

2009 年から
「ベイジー」
としてプロ活動をスタートさせ、

プロのカメラマンによる、遺影フォト。

オショカジbon.

フジテレビ
「金曜プレステージ」
のエンディングや、ガイ

一番綺麗に写る角度から撮影いた

和尚様カジュアルをコンセプト

します！

にした、新しい作 務 衣や袱 紗

月には4 枚目のアルバムとなる
「光をあつめて」
を発売し
て、ますます活動の幅を広げています。

自らが世界の戦地に行き、命を懸けて撮った写真
は、平和な日本からは想像もできない悲惨な世界

16：15 〜 16：45

書道ガールズ×書道ボウズ

4 階エレベーターホール

雲から未来を想うレシピ ようこそ!
夢の食卓。」

●おはなし その2 （14:00 〜 16:00）
僧侶である鈴木先生と、医師である徳永先生によ
る講演会。釈迦が答えます。医療が答えます。限
りある私たちの
「いのち」
の答えを見つけます。

講師 : 鈴木隆泰氏（山口県立大学教授）

（ふくさ）、頭陀袋（ずたぶくろ）、

渡部陽一写真展

修。有 機 JAS 島 根 米 の 玄 米コ
ロッケを海外で販売。著書に
「出

「僧侶と医師の「いのち」のはなし」

奈都子は、米子市出身のシンガーソングライターです。

子」
と改め、新たな活動をスタートさせました。昨年 12

本校講師。すこやかな大地と食
開発や企業の食関連事業の監

4 階研修室

お子様をお連れのお客様のために、授乳室、託

松 江 市 在 住 のミュージ

講師：浅津知子氏
日本マクロビオティック正食協会
卓プロジェクト会長。その他商品

授乳室・託児所・救護室

いのちのライブ 奈都子

得しています。2013 年からはアーティスト名を
「奈都

4 階研修室

す。

15：20 〜 16：00

●おはなし その1 （12:50 〜 13:50）
「食卓には地球を変える力がある」
大切な場所です。食卓が変われば心も変わり、平

いただきます。

このブースでは、いのちに関する展示をおこないま

アフガニスタン紛争。現在もテレビやラジオで活躍中。

おはなしブース

食卓は
「いのち」
をつなぐ場所であり、心がなごむ

たお代はすべて、寄付をさせて

のや、大切な人、元気なうちに話し合っておくべき

ワンダ内戦、
コソボ紛争、
チェチェン紛争、
ソマリア内戦、

ナーレ鳥取応援ソングなど、大型タイアップも多数獲

4 階ロビー

ブースです。

を経験。これまでの主な取材地はイラク戦争のほかル

イブを開催します。

4 階フロア
（会議室・研修室・ロビー等）

数珠入れなどを販売します。

東京都

善應院住職

1964 年東京都生まれ

ワンコイン整骨院

4 階エレベーターホール

東京大学大学院博士課程
中 退、文 学 博 士、山 口 県

を映し出しています。悲しく厳しい戦争の現実に目

松江市内で活躍中の先生に、出張施術してもらい

立大学国際文化学部教授、

を向け、写真からのメッセージを心で感じてください。

ます。この機会にお試しください。

日蓮宗講学

（書道パフォーマンス）
市内イベントで活躍中の
書 芸 院ガールズと、米
田暁雄（連紹寺住職）
が
奇跡のコラボレーション。
魂の文字を生で感じてく
ださい。

松江市にある日本現代書芸院で、書道を習う小学生
から高校生までの女の子たちで結成されたグループ。
松江水燈路のオープニングイベントや市内各所のお祭
りでパフォーマンスを行い、賑わいを創出している。今
回のステージでは、
「いのち」
をテーマに迫力の演技を
行ってもらいます。

17：00 〜 18：00

クロージングセレモニー（法要）
日蓮宗僧侶がお寺の本堂

（小雨決行）
［テルサ北側広場フロアガイド］
12：00 〜 17：00

京都大学医学部卒業
を経て、鳥取赤十字病院の

食のブース

島根県内動物愛護団体のご協力を頂き、犬や猫

市内のおいしい有名店舗にご協力いただき出店し

の新しい飼い主探しをおこないます。

ていただきます。

発をおこないます。

進氏（鳥取 野の花診療所）

京都、大阪の病院・診療所

12：00 〜 17：00

動物愛護ブース
また、展示などで、動物のいのちを大切にする啓

講師 : 徳永

1948 年鳥取県生まれ

内 科 医 に。2001 年 12月、
鳥取市内にてホスピスケア
のある有床診療所「野の花
診 療 所」
を始める。今 年で

□うちごはん希（かつ丼）
https://ja-jp.facebook.com/uchigohannozomi11/
□ラ・カーメラ
（ピザ）
https://la-camera.jimdo.com/

16 年目となる。

会 場 全 体に「こぞうくん」や
「たまびかりちゃん」が出現しま〜す

□四つ葉園（パン・ジャムなど）
http://www.yotsubaen.or.jp/
□リストランテ グラッパ
（クリームブリュレ・冷製パスタ）
などなど

から飛び出し、テルサステー
ジ上で法要を行います。こ
の一日を締めくくる、いのち
の法要をご覧ください。

Ⓡこぞうくん

たまびかりちゃん

日蓮宗新聞社
イメージキャラクター

いのちだんだんフェスタ
イメージキャラクター

