EarthCaravan 2018 東京 9/15（土）・9/16（日）11:00〜17:00
ステージ・ワークショップブース・おはなしブース スケジュール
9/15（土）
ステージ

ワークショップブース
12:00 〜 下町探偵団べーごまワークショップ
13:40 初めてでも大丈夫！下町探偵団が教えるよ

11:00〜 アミナダブ
11:45〜 オープニング・セレモニー

14:00 〜 武術家、甲野善紀さんワークショップ

11:55〜 出店者紹介

今回は常識とは異なる身体の使い方を公開！

12:05〜 ヒラメキ（歌 & パフォーマンス）
12:15〜

14:00 〜 14:50 第一部

HAOW（ギター弾き語り）

15:00 〜 16:00 第二部

12:45〜 SHARE! を歌おう！
12:50〜 朗読

おはなしブース

12:55〜 ピースサイクリング到着式

13:00 〜 Dr. ノビ from 真実の口
13:45 木場公園に突如として現れた謎の Bar「真実の口」。そのオーナー Dr. ノビが、あな

13:25〜 宮澤玲子（腹話術）

たを世界の裏側へ誘います。真実の扉を叩く勇気のある人、お集まりください！

13:35〜 甲野善紀（武術）

13:45 〜 くりこま高原自然学校トーク 代表理事 佐々木豊志さん
14:30 青森大教授、RQ 災害教育センター代表理事。栗駒山に自然学校を設立し、自然体験・

13:55〜 アースキャラバンタイム
14:10〜 桂小すみ（三味線弾き語り）

冒険体験・生活体験をベースに自然と共存する生き方を実践。また、不登校・引きこも
り支援の寄宿を併設。数々の被災地支援も行って行っている佐々木さんのトークです。

14:35〜 日本憲吉（朗読 & パフォーマンス）

14:30 〜 来てよかった！ 13 才少女が見たパレスチナ 楠本凛さん
15:15 宮城県栗駒在住。アースキャラバンドキュメンタリー映画『BE FREE ！』を観て、

14:50〜 アミアイリ（ギター弾き語り）
15:20〜 アースキャラバンタイム

2018 中東プログラムに参加。
「世界の人から危険なところと思われているパレスチナ。
わたしが体験した現実をそのまま伝えたい。」

15:35〜 まっと（ギター弾き語り）

15:15 〜 日本原水爆被害者団体協議会 代表委員 田中煕巳さん お話会
16:00 13 歳の時、長崎の自宅で被爆。海外の国際会議などで核兵器廃絶を訴え続けている。

（会場全員で）
16:10〜 Share! 歌って踊ろう！

16:30〜 平和の火セレモニー
17:00

9/16（日）

昨年１２月に非政府組織「核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）」のノーベル平和賞
授賞式に出席した、田中さんの貴重なお話です！

ステージ・ワークショップブース・おはなしブース スケジュール

ステージ
10:55〜 オープニング・セレモニー
（ダンス）
11:00〜 ANGEL DANCE COMPANY ！

11:30〜 テアトルみのり（お芝居）
12:05〜 東北舞踏 三角標（ミガクシ）IGU
12:15〜 朗読
12:20〜 山梨きらく会（万灯囃子）
12:50〜 おおたか静流with 張紅陽（歌）
13:20〜 ビータ（ベリーダンス）
13:35〜 カルマン（ホーミー & 民族楽器）
14:05〜

各ワークショップの
最初の10〜15 分位、
「面白っ！不思議っ
キャラバン・ショート
ワークショップ」を
おこないます。

秋葉美香（ダンス）

14:15〜 中川五郎（ギター弾き語り）
14:45〜 日本マリネラ協会（ペルー民族ダンス）
15:15〜 アミナダブ
（会場全員で）
16:00〜 Share! 歌って踊ろう！

16:20〜 平和の火 &
17:00 エンディング・セレモニー

ワークショップブース
12:30 〜 内野依子「紙粘土で作ろう」
13:30 思い思いのバラのリース、ブローチ、を！
13:40 〜 からだの声を聴く Akiko ダンス･ワークショップ
14:40 大いに感じて動いてみる！未経験の方歓迎。
14:50 〜 てあとるみのり演劇ワークショップ
16:00 舞台も客席もカンケーなし！

各ワークショップの
最初の10〜15 分位、
「面白っ！不思議っ
キャラバン・ショート
ワークショップ」を
おこないます。

心と身体がつながる演劇体験でひとつになろう！

おはなしブース
13:30 〜 来てよかった！ 13 才少女が見たパレスチナ 楠本凛さん
14:20 宮城県栗駒在住。アースキャラバンドキュメンタリー映画『BE FREE ！』を観て、

2018 中東プログラムに参加。
「世界の人から危険なところと思われているパレスチナ。
わたしが体験した現実をそのまま伝えたい。」

14:20 〜 くにたち０円ショップトーク 鶴見済さん・はらだゆきこさん
「０円ショップ」
15:10 いま急速に広まっている「シェアムーブメント」。国立で開催されている
も、全国へ輪が広がっています。メンバーのお二人に０円ショップのこと色々聞いちゃ
います！※０円ショップ出店あり。譲りたい物持参で、ショップに参加もできます。

15:10 〜 東京大空襲戦災資料センター語り部 上原淳子さん
16:00 1945 年 3 月 10 日の東京大空襲で、最初に爆弾が落とされたのは木場だったそうです。
生まれも育ちも深川、ピースボートやエルサレムでの講演など、国際的な活動も多い
上原さんとおしゃべりしよう！

※イベントの開催時間・内容は予告なく変更される場合があります。
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出店者紹介

Earth Caravan
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出店・出展概要

SHARE!

カラフルわたあめ

日本語

かき氷族

かき氷

Re ぼん

クレープ販売、天候次第ではカキ氷、ビール

Cotton papa LEON
Chiquitoʼ s the Killer Munchies
えちごや

メキシコ料理のケサディーヤとチャイ
ブドウ、栗、焼餅、豆乳甘酒

おんどや

唐揚げ、フライドポテトなど

癒しのスペ−スＣａｒｕｎａ

アパレル資材のリサイクルやさん、maru。
津久井島村農園

OASIS PLANNING

花鈴（15 日のみ）

NPO 日本マリネラ協会
望月均整院

さとう式リンパケアサロン keﬁ 〜ケフィ〜

犬の整体 & アニマルコミュニケーションと鹿肉おやつ
アロハマ

焼き菓子などの販売
生地、ボタン、リボンなどのリサイクル販売
農薬も肥料も使わずに育つ
（自然栽培）野菜の販売

イブラ・ワ・ハイト

歌ってゲラゲラ・ショータイム！
紙芝居・童話はうす

アイデアツリーヒラメキ
てあとるみのり

上関どうするネット

HiDaMaRi Photo Journey
東京南部生活協同組合

身体均整法という整体の施術体験
姿勢改善！キラパタ体操ワークショップ等
犬の整体、鹿肉おやつの販売など
シリアの工芸品、お菓子など
シリア人避難民女性の作成した刺繍製品、アクセサリー
パペットと一緒に歌う、笑えるショータイム
紙芝居・絵本の読み聞かせ
折りたたみパズル、頭脳系ボードゲーム
劇団オリジナルグッズ・手作りグッズの販売と演劇体験共有
写真資料展示と物販
移動式写真館
宅配サービスの案内
大麻糸績み、背守り、丁パンツ、木のキーホルダー WS・展示など

たま屋

東北、北海道の名物販売

ボードゲーム「チャトランガ」
キャラバン・フリーマーケット
お話ブース

ワークショップブース
ドリンクブース

ドリンクブース（真実の口 Bar）
ウォールグリーンづくり

タオ療法（チャリティー施術）

射的、輪投げ、ボール入れ
折り紙・うちわづくり他
ボードゲーム
リサイクル品フリ―マーケット
ゲストによるお話会
ゲストによるワークショップ
ドリンク販売
ドリンク販売
ウォールグリーンづくり
タオ療法（チャリティー施術）

チャリティーグッズ販売＆アーティスト物販

チャリティーグッズ販売・アーティスト物販

ピースアート

ピースアート子どもたちのお絵かきブース

本部受付

総合受付

駄菓子屋さん

駄菓子の販売

ステージテント

ステージ

０円ショップ

0 円ショップ

シェア通貨両替所

シェア通貨への両替

平和の火ブース

平和の火展示

フェイスペイント

フェイスペイント

救護・授乳

救護・授乳

イートイン・テント

イートイン

DJ ワークショップ

DJ ワークショップ

アラバマジック

シャボン玉

ピース＆プレイ

水鉄砲アートその他

15日のみ出店

16

16日のみ出店

心が痛むでしょう？
子どもたちが泣いている。
大地の至るところで。
笑い顔の子どもたち
他に大事なものってあるかい？
幸せと自由は 誰もが分かち合う
無数の個性で ひとつの地球が輝く。
憎しみを持つ者もいない。

縁日ブース（ヨーヨー、かたぬき、がちゃがちゃ）キャラクターミニヨーヨー、かたぬき、がちゃがちゃ
縁日ブース（射的、輪投げ、ボール入れ）

地球の傷を感じるかい？

鹿の皮で作ったオブジェ花や植物を入れたろうほうなど

くりこま高原自然学校

キッズお遊びブース（折り紙・うちわづくり他）

空の上から見たら、
どこに国境があるんだい？

生まれついてのレイシストも

ペルーとマリネラの紹介

出店内容は予告なく変更される場合があります。

作詞/作曲：遠藤喨及

Lyrics and melody by Ryokyu Endo

手づくりの木のおもちゃ、楽器を展示、販売

アロマハンドマッサージ

SYRIAN HANDS

テーマソング

たましいに目覚めよう みんな仏性があるから
クールで粋な世界を 一緒に創ろうよ
地球に責任を持って
人生をアート（芸術）にしよう。
幸せと自由は誰もが分かち合う
無数の個性で1つの地球が輝く
祈りと利他で地球の傷を癒そうよ
僕らと歌い踊ろうよ キャラバンに出よう。

English
Where do you ﬁnd borders on Earth
If you look down from the sky?
Can you feel the pain of Earth
echoing in your heart?
Can you hear the kids are crying
all throughout the land?
Give them joy make them smile
what else do we need to do?
Happiness and Freedom
are what we deserve to share
Let one earth shine brightly
with inﬁnite uniqueness
No one is born a racist
No one is born to hate
Open your heart
awaken your spirit
we all have buddha seed
Lets create together
a cool and beautiful world
Be responsible to the Earth
and create your life as an art
Happiness and Freedom
are what we deserve to share
Let one earth shine brightly
with inﬁnite uniqueness
Let us heal the wounds of the Earth
with prayers and hearts of giving
Come sing with us
come dance with us
and join the caravan

世界18カ国の人々が歌うSHARE!

様々な国ごとのバージョンが楽しめます。

アースキャラバン share!
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