プルデンシャル生命保険株式会社
札幌支社 川井 卓
〒060-0005
札幌市中央区北5条西6丁目2-2札幌センタービル23F
TEL：011-210-9690 FAX：011-210-9699

Seeing is Believing

構造設計一級建築士事務所

メドグラフィカ株式会社

グローバル構造設計

代表取締役 荒木 重視

代表取締役 五十嵐 啓能

〒060-0061
中央区南1条西5丁目8番愛生舘ビル3F
TEL：011-215-0585 FAX：011-215-0586
http://www.medgraphica.jp/

〒005-0812
札幌市南区川沿12条5丁目5-22
TEL：011-522-5921 FAX：011-522-5924

RC賃貸札幌市内多数管理 高齢者サポートあります。

新星レジャー開発株式会社

株式会社札幌プロパティ
代表取締役 佐藤 武彦
〒064-0061
札幌市中央区南1条西2丁目5番地南一条Ｋビル7F
TEL：011-252-2828 FAX：011-252-2827
http://www.sapporo-property.com
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協賛
中村 均 様

厚川 博彦 様

加賀 謙二 様
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西川 博司 様

今回の開催に際し、
以上の方々より協賛・後援いただきました。
ご協力いただき誠にありがとうございました。※順不同・敬称略

ごあいさつ

3

2

かねてより、私達は自死といった自ら命を絶つという悲劇を少しでも無くすために、音楽や
舞台という手段によって
「命の大切さ」
を社会に訴えてきました。

東豊線
豊水すすきの駅

1

2011 年、新たな取り組みとしてミュージックフェスティバルを開催しました。
当初は団塊世
代の男性自殺者が多いという事で、その世代の方達を音楽の力で応援することを目的として
いましたが、準備段階で東日本大震災が発生し、被災者の中には折角助かった命を自ら絶つ
人がいるということをと知り、それを深く憂い、応援する対象を被災者にも向けて開催しまし
た。
参加者をアマチュアの方に限定し、命の大切さ、被災者達への復興に向けたオリジナルの
応援歌、
メッセージソングを披露していただきました。
これらの楽曲は収録した後に、
実際に被
災地へ赴き自分たちの手で DVD として配布し、さらに収益金の一部は日本赤十字社を通し義
援金として寄付致しました。
コンテスト形式で行う場合は単に音楽性を審査するのでは無く、
当会の活動の柱である「命を大切にする」といったことをどれだけ理解し、歌に想いを込めら
れるかといったことを重要視しています。

4
3A

3
2A

2
1A

1

今回は当会が設立初期から、活動を応援しているシンガーソングライターの森圭一郎さん
が立ち上げた
「LOVE HAND PROJECT」
によるハンドバイクによる日本縦断、そのゴールライブ
とミュージックフェスティバルをコラボレーションします。
「LOVE HAND PROJECT」
は、建物や段
差などの身体面でのバリアフリーは勿論のこと、精神面でのバリアフリーも含めた、本当のバ
リアフリーを実現していこうということを目的に活動しています。
開催にあたっては札幌でバリ
アフリー社会を推進する団体、同様の活動をしている大学生グループも参加を予定しており、
これまでにないコラボレーションが実現します。

市民活動プラザ星園

音楽を通じて私達の発信するメッセージがより多くの人の心に届き、何かを感じ、何か行動
を起こすきっかけになってくれれば幸いに存じます。

会場まで
【東豊線】豊水すすきの駅 ６番出口から ６分
【南北線】中島公園駅 １番出口から ９分
※会場は駐車場がございませんのでお車でお越しの方は、
近隣の有料駐車場をご利用下さい。

アートホテルズ札幌

南北線
中島公園駅
キリンビール園

2015.8.16 SUN
市民活動プラザ星園

日 時：2015年8月16日(SUN） OPEN 14:30 LIVE START 15:00 LIVE END 18:00
会 場：市民活動プラザ星園 （札幌市中央区南8条西2丁目5-74）
料 金：￥2,000
主 催：特定非営利活動法人国際曲劇団・Love Hand Project
協 力：スポットウォーキングさっぽろ
後 援：北海道 北海道教育委員会 札幌市 TVh 財界さっぽろ
問合せ：011-511-9044

一般財団法人・特定非営利活動(NPO)法人 国際曲劇団
〒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
TEL : 011-511-9044
URL : http://npo.box-group.net/
北海道知事 NPO法人認証番号709号

FAX : 011-511-9022
※出演者は個人の事情により変更になる場合がございます。

第4回 ALIVE ミュージックフェスティバル ・ Love Hand Project Tour ハンドバイク日本縦断2015 GOAL LIVE
Time Table
14：30

開場

15：00

開演

15：01

理事長 挨拶

15：05〜

Live start

17：30

森 圭一郎Live

18：00

実行委員長 挨拶

TEL：011-821-0088 FAX：011-821-9906
http://www.s-suzuran.co.jp/

※途中休憩を入れます。

フジ交通株式会社
代表取締役 香山 晴美

終了

〒063-0846
札幌市西区八軒6条西3丁目1-7
TEL：011-631-7274 FAX：011-631-7274
http://fujikotsu.jp/
【すずらん無線センター】011-667-6000

※進行状況により予定時間が変更になる場合がございます。

有限会社大地リース
※出演者の事情により変更になる場合がございます。

代表取締役 加賀 謙二

Artists

【本社】
〒007-0884
札幌市東区北丘珠4条1丁目1-3
TEL：011-708-0220 FAX：011-708-0210
http://www13.plala.or.jp/daichilease

SHiHOYOPPE with 水谷沙織

Chip Family

江川 暢

ジョニー 小林

札幌を中心に活動するSHiHOYOPPEと
ボーカリスト水谷沙織のコラボレーション

北海道を中心に活動するドラマー、Chip Brownと
双子のユニットmilk & honeyの親子コラボレーション

第1回ALIVEミュージックフェスティバルファイナリスト

オールディーズ・ポップスを歌うロックンローラー

リナプランニング株式会社

株式会社 アシスト

代表取締役 清水 保明

代表取締役 中村 均

〒064-0807
札幌市中央区南7条西1丁目2-3 FC南7条ビル3階
TEL：011-520-7722 FAX：011-520-7788

〒064-0954
札幌市中央区宮の森4条10丁目1-10-501号
TEL：011-618-4000 FAX：011-802-9839

札幌市内アパート・マンション
賃貸仲介無料！
！

発ガン性物質六価クロムを排除
地震、液状化現象に強く、
「ガイヤの夜明け」にて特集
ハイスピード工法・天然採石パイル工法

株式会社 ボックス

北武建設株式会社

〒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1F
TEL：011-511-9011 FAX：011-511-9022
http://www.box-group.net

〒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1F
TEL：011-303-1188 FAX：011-303-2288
http://www.box-group.net/hokubu

Champagne Bar Delish

小さなことから

シャンパンバー デリッシュ

岩本・佐藤法律事務所

オーナー 瀨川 径子

弁護士
弁護士
弁護士
弁護士

岩本 勝彦
佐藤 昭彦
上木 健司
甲斐 寛之

〒064-0806
札幌市中央区南6 条西3 ススキノ中央ビル３階
TEL：011-563-2244
定休日／月 営業時間／19:30〜ラスト

〒060-0042
札幌市中央区大通西9丁目 キタコーセンタービルディング6F
TEL：011-281-3001 FAX：011-281-4139

全身ボディケアサロン

お焚き上げ・遺品整理のことはご相談下さい。

株式会社 スライブ

ひまわり株式会社

焚上協会

代表取締役 木村 祝

代表取締役 八谷 豊昭

代表取締役 中山 猛

〒007-0895
札幌市東区中沼西5条1丁目5-7
TEL：011-768-8120 FAX：011-768-8130
E-mail : thrive@hyper.ocn.ne.jp

〒064-0913
札幌市中央区南13条西8丁目1-25 BLOCK HILLS 3F 301
TEL：011-300-0162 FAX：011-300-0163
携帯：090-3113-9238

〒062-0904
札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1
TEL：0120-75-9494 FAX:011-833-0090
http://www.ihinseiri.co

有田税理士事務所

西川博司税理士事務所

税理士 有田 眞人

所長 西川 博司

〒064-0914
札幌市中央区南18条西14丁目1-23 カサ・デ・バリオ2F
TEL：011-303-1188 FAX：011-303-2288
http://www.arita-tax.jp

〒001-0030
札幌市北区北30条西11丁目3-11
TEL：011-788-2179 FAX：011-788-2145
http://www.tkcnf.com/y-ntac/pc/

ペットショップ キャドック
【中の島本店】
ペットショップ キャドック
〒062-0041
札幌市豊平区中の島2条2丁目1−22 エムズ中の島1F
TEL：011-856-4050

【東京芝店】
トータルペットサロン&カフェ キャドック
〒105-0014
東京都港区芝1丁目3番3号

ホームページ作成・デザイン一般

デザインオフィス タクミックス
代表 小倉 巧

戎屋 聖一郎

内田 もあ

Atsuko

森 圭一郎

ギターを横にして弾く
「ラップ奏法」ギタリスト

シンガーソングライター

3人組ユニットのWith、2人組ユニットGrace
のメンバー。今回はソロで参加

シンガーソングライター

〒005-0005
札幌市南区澄川5条6丁目4-3
TEL：011-598-0585 FAX：011-598-7716
http://www.taqmix.com
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