Stop The 自死 ＆ エイズ ＆ ドラッグ

命の大切さ、伝えたい。

一般財団法人・特定非営利活動 (NPO) 法人 国際曲劇団
【住所】 〒064-0914 札幌市中央区南 14 条西 8 丁目 5-50 クリオ行啓通弐番館１階
【電話】 011-511-9044 【FAX】 011-511-9022
【HP】 http://box-group.net/npo 【E-mail】 kyokugekidan@box-group.net
【代表者】 一般財団法人 理事長 清水 保明
特定非営利活動法人 理事長 高梨 幸輔
北海道知事 NPO 法人認証番号 709 号

国際曲劇団とは
国際曲劇団は、北海道の文化や芸能を、歌やダンス、そして演劇などによるイベント活動を通じ、社会的弱者（青少年・障害者・
高齢者・被災地住民・自死遺族・HIV 感染者・薬物依存者等）へ直に感動を伝え、心を豊かにする機会を提供することで、共に
助け合いながら生きる社会作りを推進し、子供達に明るい未来を残すことで、広く地域社会に貢献することを目的とした団体です。
当団体は、自死、エイズ、ドラッグといった、若者たちの未来を脅かす深刻な社会問題に真向から取り組み、生きることの大切
さや素晴らしさを伝えるために、毎回ストップ・ザ・自死、エイズ、ドラッグをテーマにした演劇やライブ等のボランティア活動
を行っております。また、これらのイベントを通じ、地元北海道で活躍しているアーティストやクリエイター達へ、彼らの素質や
作り上げた作品・楽曲・歌を発表する場を提供したいとも願っております。

〜設立の経緯〜
我々、国際曲劇団は 2001 年に当会の前進組織でもある全国の著名な企業家達の協力で発足したエイトサウザンド会の活動に
遡ります。その後、活動も活発になり組織も大きくなり、目的を共通に持つ仲間とストップ・ザ・ドラッグ、エイズ、自死をテー
マにした組織にすべく 2004 年 9 月、
「特定非営利活動法人 国際曲劇団」の設立に至りました。

〜名前の由来〜
国際曲劇団の名前の由来は「ストップ・ザ・ドラッグ、エイズ、自死」がテーマとして大変重く、表現の方法としてメッセージ
性の高い、
「うた」
や
「演劇」
「
、音楽」
や
「ダンス」
などで表現しようと活動を開始いたしました。国際曲劇団の
「曲」
は
「うた」
や
「音楽」
を、
「劇」は、
「演劇」をそれぞれ意味しており、
「国際」に関しましては、グローバルに活動を広げたいという願望も含まれております。
この様に、
「曲」や「劇」で普段なかなか口に出す事が出来ないテーマをより多くの方々に伝えるべく活動を続けて参ります。

〜国際曲劇団の命を大切にする三つの願い〜
● ストップ・ザ・自死
「生きる」ことは決して楽しいことばかりではなく、寧ろツライことの連続とも言えます。では、なぜ人は生きなければならな
いのか、その答えは単純で「生まれてきたから」という理由に尽きます。その人自身の「生」は、決して己のものとして存在して
いるのではなく、家族や友人など多くの人々のものでもあるのです。自死とは他の人のものでもある生命を一方的に奪う、人間が
行う最も愚かな行為です。我々は「自身の周りには、奪われた生を悲しむ多くの人々が必ずいる。
」ということを気づかせること
こそが重要と考え、死へ向かおうとする考え方を改めさせ、また、自死遺族の方達が生きる気力を奮い立たせることが出来るよう
なメッセージを伝え続けたいと願っております。

● ストップ・ザ・ドラッグ
少子高齢化が社会問題となっているこの時代に、次代を担う筈の若者達が大人や社会そのもののあり方に不安を抱き、いわゆる
違法ドラッグと呼ばれる麻薬に「逃げ道」を求め、その結果、乱用による依存症からの健康被害、犯罪、死亡事故に至るケースも
また社会問題化しております。これらは現行の法律が時代に遅れている為、
「脱法・合法」
と呼ばれ販売されていることもありますが、
その成分など決して合法と呼べる薬物ではありません。誘いを受けても、
絶対に手を出さぬよう、
周りからの誘惑を断ち切る強い
「意
志」が必要です。当団体では、
「ダメ。ゼッタイ。
」薬物乱用防止を唱え、クリーンな地域社会作りを目指しております。

● ストップ・ザ・エイズ
現在、我々を取り巻く環境には、無秩序極まりないほどに性情報が氾濫しております、それらは容易に若者達が手を伸ばすこと
が可能であり、結果として乱れた性意識や性行動は社会問題となっております。これらの間違った、或いは偏った性の知識から後
天性免疫不全症候群（AIDS）の蔓延が懸念されております。現在の我が国では、性に関する正しい知識を一番必要とする世代に
対する教育が行き届いているとは言えません。また、家庭の団欒などでは取り上げられにくい事柄であることからも、正しい知識
を学ぶ機会が乏しいと言えるでしょう。故に我々大人達が真剣に導く必要があるのではないでしょうか。

年会費・協賛金・ご寄付につきましてのお振り込み先は、下記口座までお願い申し上げます。
「特定非営利活動法人」と「一般財団法人」でお振り込み先が異なりますのでご注意下さい。
【特定非営利活動法人】
【一般財団法人】

郵便口座：19060-37439081
北海道銀行 行啓通支店 普通口座：0728053
北洋銀行 東屯田支店 普通口座：3565114

特定非営利活動法人 国際曲劇団
特定非営利活動法人 国際曲劇団
一般財団法人 国際曲劇団

これまでの主な活動実績
2001.09

平尾昌晃（平尾昌晃ラブ＆ハーモニー基金）愛全会グループ慰問チャリティライブ

2003.07

HBC 主催公演「1st Kids」開催（後援：米国財団法人国際平和文化センター）

2003.09

奥尻島復興 10 周年チャリティイベント

2004.12

エイトサウザンド会（現 国際曲劇団）主催公演「2nd Forest」開催

2005.01

国際曲劇団主催公演「3rd Forest Stop The 自殺（自死）
」開催
（後援：北海道 北海道教育委員会 北海道警察）

2006.03

国際曲劇団主催公演「4th Forest Stop The Drag & 自死」開催
（後援：北海道 北海道教育委員会 協力：すすきのライオンズクラブ）

2007.01

国際曲劇団主催公演「5th Forest Stop The Drag & 自死」開催
（後援：札幌市 北海道教育委員会 札幌市教育委員会 協力：J・F（株）
）

2008.04

国際曲劇団主催公演「6th Forest Stop The Drag & 自死」開催
（後援：札幌市 北海道教育委員会 協力：J・F（株）
）

2009.08

国際曲劇団主催公演「7th Forest Stop The Drag & 自死」開催
（後援：札幌市 北海道教育委員会 協力：J・F（株）
・劇団 32 口径）

2009.11

TVh 開局 20 周年記念ドラマ ALIVE をゴールデンタイムに放送
（主催：国際曲劇団 後援：北海道 札幌市 札幌商工会議所）

2010.09

国際曲劇団主催公演「8th Forest Stop The Drag & 自死」開催
（協力：J・F（株）
・劇団 32 口径）

2011.08

第 1 回 ALIVE ミュージックフェスティバル開催
（後援：北海道 札幌市 北海道新聞社 HBC HTB UHB TVh
FM ノースウェーブ AIR-Gʼ エフエム北海道 財界さっぽろ 他）

2011.08

国際曲劇団主催公演「9th Forest Stop The Drag & 自死」開催
（協力：J・F（株）
・劇団 32 口径）

2011.11

東日本大震災の被災地を訪問し、ミュージックフェスティバルの収益の
一部を義捐金として寄付、ALIVE とフェスティバルの DVD 等を配布

2012.08

第２回 ALIVE ミュージックフェスティバル開催
（後援：北海道 札幌市 北海道新聞社 HBC HTB TVh
FM ノースウェーブ AIR-Gʼ エフエム北海道 財界さっぽろ 他）

2012.12

国際曲劇団共催公演「10th Forest Stop The Drag & 自死」開催
（後援：北海道 北海道教育委員会 北海道警察 札幌市 北海道新聞社
HBC STV HTB UHB TVh FM ノースウェーブ
AIR-Gʼ エフエム北海道 財界さっぽろ 他
協力：J・F（株）
・劇団 32 口径 他）

ALIVE の公演では世相を反映した社会
問題を取り上げ、国際曲劇団としての
解釈と提言をしています。

2009 年テーマ「若年層の麻薬問題」

2010 年テーマ「団塊世代の自殺」

2011 年テーマ「介護殺人」

2012 年テーマ「孤独死」

ALIVE ミュージックフェスティバル
ALIVE ミュージックフェスティバルは新たな試みとして 2011 年
より開催しています。このミュージックフェスティバルはアマチュ
アミュージシャンがオリジナル曲を持ち寄って参加。単に音楽性を
審査するものでは無く、当会の活動の柱である「命を大切にする」
といったことを理解し、どれだけ歌に想いを込めらるかといったこ
とが重要視されます。

第１回グランプリ
金沢 基

第 2 回グランプリ
くろまる

※このパンフレットより切り離し、事務局まで郵送あるいは下記番号にFAXにて送信下さい。
平成

会員入会申込書

※は必須項目です。

年

月

日

【入会申込（別途、年会費5,000円が掛かります。）】
□ 正会員
【その他の登録申請（年会費は掛かりません）】
□ ボランティアスタッフ
登録申請内容 ※

□ ガードオフィサー

□ イベント、公演、テレビ活動の協力者・作品提供者
「イベント、公演、テレビ活動の協力者・作品提供者」を選択された方はどのような形で参加
をしたいか、貴方の得意な分野をご記入ください。

□ 歌手

□ 作詞家

□ ダンサー

□ 役者

□ その他（具体的に
ふりがな

お名前 ※
生年月日

）

※

西暦・昭和・平成

年

月

日

〒

ご住所 ※
電話番号 ※

（

）

−

F AX

（

）

−

日中連絡可能な電話番号 ※

（

）

−

電話番号

（

）

−

F AX

（

）

−

メールアドレス
勤務先・学校名
所在地
部署・役職名・学部・学科名

各種ご案内等の送付先 ※

□ FAX（自宅）

□ FAX（勤務先・学校）

□ 郵送（自宅）

□ 郵送（勤務先・学校）

□ Eメール（※携帯メールでは正しく受信されない場合がございます）
なお、正会員は事務局に入会申込書が届き、年会費（１口 5,000円）の入金が確認とれ次第、登録されます。

【会費振込先】 北海道銀行 行啓通支店（普）0728053 特定非営利活動法人 国際曲劇団
ゆうちょ銀行 記号 19060 番号 37439081 特定非営利活動法人

国際曲劇団

【事務局住所】 〒064-0914 札幌市中央区南十四条西8丁目5-50 クリオ行啓通弐番館１Ｆ
（株）ボックス内
【電話・FAX】

TEL

011-511-9044 FAX 011-511-9022

