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「比留間光悦」「比留間光悦」「比留間光悦」「比留間光悦」 講演コンサート講演コンサート講演コンサート講演コンサート

－－－－ご案内資料ご案内資料ご案内資料ご案内資料－－－－

◆◆◆◆講演コンサートとは講演コンサートとは講演コンサートとは講演コンサートとは◆◆◆◆

対象は幼児、小中高学生から大人まで・・・対象は幼児、小中高学生から大人まで・・・対象は幼児、小中高学生から大人まで・・・対象は幼児、小中高学生から大人まで・・・

年齢に合わせた内容の講演コンサートを行います。年齢に合わせた内容の講演コンサートを行います。年齢に合わせた内容の講演コンサートを行います。年齢に合わせた内容の講演コンサートを行います。

トーク＆ライヴにダンスも交えトーク＆ライヴにダンスも交えトーク＆ライヴにダンスも交えトーク＆ライヴにダンスも交え、、、、「「「「夢夢夢夢」」」」「「「「思いやり思いやり思いやり思いやり」」」」「「「「いじめいじめいじめいじめ」」」」「「「「差別差別差別差別」」」」なななな

どどどど、、、、主催者の方が一番に伝えたい事を紐解きながら主催者の方が一番に伝えたい事を紐解きながら主催者の方が一番に伝えたい事を紐解きながら主催者の方が一番に伝えたい事を紐解きながら、、、、感じていただける内感じていただける内感じていただける内感じていただける内

容となっております。容となっております。容となっております。容となっております。

地域や学校地域や学校地域や学校地域や学校、、、、会社などの催し物会社などの催し物会社などの催し物会社などの催し物、、、、会議など会議など会議など会議など「「「「どのような講演会がマッチどのような講演会がマッチどのような講演会がマッチどのような講演会がマッチ

するのか分からない」と言う場合にも対応いたします。するのか分からない」と言う場合にも対応いたします。するのか分からない」と言う場合にも対応いたします。するのか分からない」と言う場合にも対応いたします。

まずはお気軽にお問合せください。まずはお気軽にお問合せください。まずはお気軽にお問合せください。まずはお気軽にお問合せください。

ＦＨエンターテイメント事務局ＦＨエンターテイメント事務局ＦＨエンターテイメント事務局ＦＨエンターテイメント事務局

〒〒〒〒838-0225838-0225838-0225838-0225 福岡県朝倉郡筑前町石櫃福岡県朝倉郡筑前町石櫃福岡県朝倉郡筑前町石櫃福岡県朝倉郡筑前町石櫃100-58100-58100-58100-58

TEL:090-1342-7127TEL:090-1342-7127TEL:090-1342-7127TEL:090-1342-7127 FAXFAXFAXFAX：：：：0946-42-29670946-42-29670946-42-29670946-42-2967

E-mail:fh.sound@gmail.comE-mail:fh.sound@gmail.comE-mail:fh.sound@gmail.comE-mail:fh.sound@gmail.com

水町嘉宏�
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シンガーソングライター

比留間比留間比留間比留間 光悦光悦光悦光悦 －ひるま－ひるま－ひるま－ひるま こうえつ－こうえつ－こうえつ－こうえつ－ プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール

大阪府出身。阪神・淡路大震災を機に福岡県に拠点を移し、全国様々な場所でピアノ・ギター弾き語

り年間１５０本以上のライヴ活動をこなす。時代にとらわれない曲作り・・・家族やまわりの人との繋

がり、自然の優しさなどを詩に託し、ＣＭ・ドラマ・学校・ミュージカルへの楽曲提供など、幅広い分

野にて活動を行っている。また、タップダンス・ソシアルダンスを得意とし、音楽とダンスをミックス

させた独自のライヴスタイルが好評を博す。小・中・高等学校の教育イベントにてコンサート「夢の線

路はどこまでも」と題し、子ども達へ音楽を届けたり、世界的ダンサーへの楽曲提供・共演など活動の

場を広げている。

「フワフワ」「Ｓｍｉｌｅ」「アート・フラッシャー」「がんばれミランバくん」「この町から」

「何も言わなくても」６枚のアルバムをリリース。

福岡県「ドリームスエフエム放送」レギュラー番組、「シンガーソングライター比留間光悦の音楽工房」

パーソナリティー。

＜楽曲提供先一例＞＜楽曲提供先一例＞＜楽曲提供先一例＞＜楽曲提供先一例＞

・「ひらまつ病院」ＣＭソング

・サガテレビアニメ「がんばれミランバくん！」主題歌・ＢＧＭ

・アジア肝炎コーディネーター教材ドラマ「桜の咲く頃に」挿入歌

・クロレラ工業株式会社「全国母乳育児つぼみの会」テーマソング

・佐賀県多久市「多久ミュージカルカンパニー」６年連続作曲

・福岡県直方市「結い村」テーマソング

・世界的ダンサーOscar Flores氏へのダンス曲「海の涙」

・両立支援ショートドラマ挿入歌

・佐賀県警察本部啓発ドラマ「きっとそばに」「心に降る雨」挿入歌・ＢＧＭ

HP：http://www.fhkouetsu.com/

インターネット検索「ひるまこうえつ」
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◆◆◆◆講演コンサート開催までの流れ講演コンサート開催までの流れ講演コンサート開催までの流れ講演コンサート開催までの流れ◆◆◆◆
（ステップ１）（ステップ１）（ステップ１）（ステップ１）

お電話又はメールにて主催者様と打合せをし、詳細が決定次第、

次ページ「出演依頼・確認書」へご記入、ご返信をお願いします。

（ステップ２）（ステップ２）（ステップ２）（ステップ２）

広報活動をお願いします。集客用のサポート道具（宣伝用パンフ・サンプルCDなど）が

ございますので必要であればご連絡ください。
（ステップ３）（ステップ３）（ステップ３）（ステップ３）

本番当日！会場準備・受付・物販・後片付けなどのお手伝いをお願いします。

◆◆◆◆よくある質問よくある質問よくある質問よくある質問◆◆◆◆
Ｑ．主催者さまにかかる費用についてＱ．主催者さまにかかる費用についてＱ．主催者さまにかかる費用についてＱ．主催者さまにかかる費用について

①比留間光悦の講演コンサート料

②会場の使用料

③機材費（音響機材）会場により異なります。音響機材は、会場で借りた場合高額になってしまう事

が多いため、主催者さまの負担を減らすために、持ちこむ事が多いです。自車で運べる場合は無料、

運べない場合はヤマト便利用で一律15,000（東京・東北・北海道・離党は＋α）で配送致します。

④宿泊費は、一律10,000円をいただいております。

⑤その他雑費（ポスター・チラシ・チケットなどの印刷費や通信費など）

※②※②※②※②～～～～⑤⑤⑤⑤は必要な場合のみは必要な場合のみは必要な場合のみは必要な場合のみ

Ｑ．講演コンサート料の支払い方法は？Ｑ．講演コンサート料の支払い方法は？Ｑ．講演コンサート料の支払い方法は？Ｑ．講演コンサート料の支払い方法は？

①当日現金支払い

②銀行振込み・ゆうちょ銀行振込み、ご都合の良い方法をご連絡ください。

Ｑ．演奏用の機材、Ｑ．演奏用の機材、Ｑ．演奏用の機材、Ｑ．演奏用の機材、PCPCPCPC、スクリーン、プロジェクターはどうするの？、スクリーン、プロジェクターはどうするの？、スクリーン、プロジェクターはどうするの？、スクリーン、プロジェクターはどうするの？

ＰＣ以外はご準備をお願いいたします。

Ｑ．イベント開催当日、主催者さまでご準備していただくものは？Ｑ．イベント開催当日、主催者さまでご準備していただくものは？Ｑ．イベント開催当日、主催者さまでご準備していただくものは？Ｑ．イベント開催当日、主催者さまでご準備していただくものは？

①受付用の椅子、テーブル

②お客様用の椅子

③パソコンとプロジェクターを置く台またはテーブル

④パソコンとプロジェクターを繋ぐケーブル（ＶＧＡケーブル）

⑤台車（お持ちでしたら、２台ほどお借りできれば助かります）

Ｑ．その他Ｑ．その他Ｑ．その他Ｑ．その他

源泉徴収のお手続きは、主催者様の方でお願いいたします。

９０分以内の講演

54,000 円～

＋

交通費・宿泊費・機材運搬費

１２０分以内の講演

108,000 円～

＋

交通費・宿泊費・機材運搬費

幼児は４５分、小中学生は６０分、高校生以上は９０分～１２０分のご要望が多いです
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出演出演出演出演依頼・確認書依頼・確認書依頼・確認書依頼・確認書

（（（（出 演出 演出 演出 演 日日日日）））） 年年年年 月月月月 日日日日 曜日曜日曜日曜日

・会場入り時刻・会場入り時刻・会場入り時刻・会場入り時刻 時時時時 分分分分

・リハーサル・リハーサル・リハーサル・リハーサル 時時時時 分～分～分～分～ 時時時時 分分分分

・出演時間・出演時間・出演時間・出演時間 時時時時 分～分～分～分～ 時時時時 分分分分

・ステージ数・ステージ数・ステージ数・ステージ数 回回回回

（会（会（会（会 場）場）場）場） （住所）（住所）（住所）（住所）

（（（（催 物催 物催 物催 物 名名名名））））

（（（（出 演出 演出 演出 演 料料料料））））￥￥￥￥ （手取り・銀行振込み・税込み（手取り・銀行振込み・税込み（手取り・銀行振込み・税込み（手取り・銀行振込み・税込み））））（経費別（経費別（経費別（経費別 ・経費込み）・経費込み）・経費込み）・経費込み）

（経（経（経（経 費費費費））））・交通費・交通費・交通費・交通費￥￥￥￥ ・宿泊費・宿泊費・宿泊費・宿泊費￥￥￥￥ ・その他・その他・その他・その他￥￥￥￥

（付帯事項（付帯事項（付帯事項（付帯事項））））・音響（付・無）・音響（付・無）・音響（付・無）・音響（付・無） ・プロジェクター・プロジェクター・プロジェクター・プロジェクター////スクリーン（付・無）スクリーン（付・無）スクリーン（付・無）スクリーン（付・無）

（物（物（物（物 販）販）販）販）可・不可可・不可可・不可可・不可

出演依頼・確認書の各項目に対しご記入、合意後、ご依頼者様のご署名ご捺印をお願いします。出演依頼・確認書の各項目に対しご記入、合意後、ご依頼者様のご署名ご捺印をお願いします。出演依頼・確認書の各項目に対しご記入、合意後、ご依頼者様のご署名ご捺印をお願いします。出演依頼・確認書の各項目に対しご記入、合意後、ご依頼者様のご署名ご捺印をお願いします。

西暦西暦西暦西暦 年年年年 月月月月 日日日日

（住所）（住所）（住所）（住所）〒〒〒〒 ----

（（（（TELTELTELTEL）））） （（（（e-maile-maile-maile-mail））））

（氏名）（氏名）（氏名）（氏名） 印印印印

★★★★ご記入後ご記入後ご記入後ご記入後、、、、大変お手数ですが大変お手数ですが大変お手数ですが大変お手数ですが、、、、下記のＦＡＸ番号ＦＨエンターテイメント事務局までお送りください下記のＦＡＸ番号ＦＨエンターテイメント事務局までお送りください下記のＦＡＸ番号ＦＨエンターテイメント事務局までお送りください下記のＦＡＸ番号ＦＨエンターテイメント事務局までお送りください。。。。

ＦＨエンターテイメント事務局ＦＨエンターテイメント事務局ＦＨエンターテイメント事務局ＦＨエンターテイメント事務局

〒〒〒〒838-0225838-0225838-0225838-0225 福岡県朝倉郡筑前町石櫃福岡県朝倉郡筑前町石櫃福岡県朝倉郡筑前町石櫃福岡県朝倉郡筑前町石櫃100-58100-58100-58100-58

TEL:090-1342-7127TEL:090-1342-7127TEL:090-1342-7127TEL:090-1342-7127 FAXFAXFAXFAX：：：：0946-42-29670946-42-29670946-42-29670946-42-2967

E-mail:fh.sound@gmail.comE-mail:fh.sound@gmail.comE-mail:fh.sound@gmail.comE-mail:fh.sound@gmail.com
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比留間光悦講演会比留間光悦講演会比留間光悦講演会比留間光悦講演会・コンサート・コンサート・コンサート・コンサートキャンセルポリシーキャンセルポリシーキャンセルポリシーキャンセルポリシー

◆◆◆◆主催者（依頼者）側の都合によるキャンセルについて主催者（依頼者）側の都合によるキャンセルについて主催者（依頼者）側の都合によるキャンセルについて主催者（依頼者）側の都合によるキャンセルについて ※１

・講演日までの日数が 90 日以下の場合

講演料全額＋宿泊費（ホテル予約済の場合）

＋交通費（飛行機など予約済の場合）を請求します。※２

・講演日までの日数が 91 日以上の場合

講演料のキャンセル料はかかりません。

宿泊費（予約済の場合）＋交通費（飛行機など予約済の場合）を請求します。※２

※１ インフルエンザによる休校も含みます

※２ 宿泊費・交通費のキャンセル料がかからない場合はいただきません。

◆◆◆◆大型台風などでの休校によるキャンセルについて大型台風などでの休校によるキャンセルについて大型台風などでの休校によるキャンセルについて大型台風などでの休校によるキャンセルについて

・講演料のキャンセル料はかかりません。

ただし、宿泊先や交通機関にキャンセル料が発生する場合、また、すでに会場近くまで

移動していた場合などは、主催者さまには、必要経費をご請求させていただきます。

・ほかの日程を検討する場合も、宿泊先、交通機関のキャンセル料が発生した場合は、

ご請求させていただくとともに、新たに決まった日程についての経費は、全額のご請求

になります。

◇◇◇◇講演者側のキャンセルについて講演者側のキャンセルについて講演者側のキャンセルについて講演者側のキャンセルについて

・不可抗力、不慮の災害、台風など悪天候でフェリー・飛行機が欠航になり講師が講演会

場まで行けない場合のキャンセルにより生じた不履行は、その責を負わないものといた

しますので、ご了承いただいた上ご依頼ください。

・正式依頼後であっても、主催者（依頼者）の信用に重大な変動が生じた場合、そのおそ

れがある場合、やり取りがスムーズに行われない場合等、本取引を継続することが困難

であると判断される事由が発生した場合は、主催者（依頼者）との本取引を解除するこ

とがありますので、予め御了承ください。その場合のキャンセル料は発生いたしません。

※上記に定めのない止むを得ない事情が生じた場合、主催者様との間で協議し、誠実に処理するものと致します。
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◆◆◆◆ 比留間光悦比留間光悦比留間光悦比留間光悦アンケート＆ＣＤプレゼント応募用紙アンケート＆ＣＤプレゼント応募用紙アンケート＆ＣＤプレゼント応募用紙アンケート＆ＣＤプレゼント応募用紙 ◆◆◆◆

本日はコンサートにご来場いただきありがとうございました。

コンサートをよりよくするためにアンケートへのご協力をお願いします。アンケートへのご協力をお願いします。アンケートへのご協力をお願いします。アンケートへのご協力をお願いします。

ご協力して下さった方の中から抽選で毎月１０名様に未発売音源ＣＤをプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントします。

１．コンサートにご来場されたきっかけを教えてください。１．コンサートにご来場されたきっかけを教えてください。１．コンサートにご来場されたきっかけを教えてください。１．コンサートにご来場されたきっかけを教えてください。

①知人の紹介 ②新聞やテレビで見た ③ホームページやブログ

④その他（ ）

２．印象に残った曲がありましたら教えてください２．印象に残った曲がありましたら教えてください２．印象に残った曲がありましたら教えてください２．印象に残った曲がありましたら教えてください

①この町から②おっぱいいっぱいあったかい③何も言わなくても

④フワフワ ⑤夢を追いかけて ⑥ベスト･フレンド

♪この町から ♪おっぱいいっぱいあったかい ♪Dear（この町からに収録）

♪フワフワ ♪ありがとう ♪ベスト･フレンド（アート・フラッシャーに収録）

♪何も言わなくても ♪夢を追いかけて ♪Smile（何も言わなくてもに収録）

３．ご感想をお聞かせください３．ご感想をお聞かせください３．ご感想をお聞かせください３．ご感想をお聞かせください （例：曲の感想、今後期待することなど）（例：曲の感想、今後期待することなど）（例：曲の感想、今後期待することなど）（例：曲の感想、今後期待することなど）

４．プレゼントの発送先と連絡先４．プレゼントの発送先と連絡先４．プレゼントの発送先と連絡先４．プレゼントの発送先と連絡先

ご氏名：

ご住所：〒 －

メールアドレス：

※今後の講演予定やＣＤ情報などの情報をご希望の方も、ご記入ください。

本日はご来場いただき、そしてアンケートへのご協力ありがとうございました。本日はご来場いただき、そしてアンケートへのご協力ありがとうございました。本日はご来場いただき、そしてアンケートへのご協力ありがとうございました。本日はご来場いただき、そしてアンケートへのご協力ありがとうございました。

みなさんのお言葉が、次のコンサート、曲作りへの大きな原動力となっております！みなさんのお言葉が、次のコンサート、曲作りへの大きな原動力となっております！みなさんのお言葉が、次のコンサート、曲作りへの大きな原動力となっております！みなさんのお言葉が、次のコンサート、曲作りへの大きな原動力となっております！

今後も応援をどうぞ宜しくお願いします！今後も応援をどうぞ宜しくお願いします！今後も応援をどうぞ宜しくお願いします！今後も応援をどうぞ宜しくお願いします！
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◆◆◆◆活動場所活動場所活動場所活動場所 一例一例一例一例◆◆◆◆

＜人権・同和講演コンサート＞ ＜企業・各団体主催のコンサート＞

・アクロスシンフォニーホール（福岡県福岡市）
・ピーポート甘木大ホール（福岡県朝倉市）
・コスモスプラザ大ホール（佐賀県三養基郡）
・町並み交流集会所（佐賀県嬉野市）
・宿毛文教センター（高知県宿毛市）
・飯塚公民館（福岡県飯塚市）
・穂波公民館（福岡県飯塚市）
・筑穂公民館（福岡県飯塚市）
・めぐみ保育園 （佐賀県鳥栖市）
・晴田小学校（佐賀県小城市）
・脊振小学校（佐賀県神埼市）
・基山中学校(佐賀県基山三養基郡）
・朝倉高校 （福岡県朝倉郡）
・岡垣東中学校(福岡県遠賀郡）
・柴刈小学校y（福岡県久留米市）
・水縄小学校（福岡県久留米市）
・おおくらの森保育園・幼稚園（熊本県玉名市）
・小浜小学校（長崎県雲仙市）
・立高来中学校（長崎県諫早市）
・横川小学校（愛知県半田市）
・旭丘小学校(広島県福山市）
・聖テモテ幼稚園（福島県いわき市）
・萩原小学校（岐阜県下呂市）
・宮田小学校（岐阜県下呂市）
・宿毛高等学校（高知県宿毛市）
・中筋小・中学校（高知県四万十市）
・熊本県総合福祉センター（熊本県熊本市）

・日本PTA全国協議会（東京都国立オリンピック記念青少年総
合センター）
・豊橋市民病院（愛知県豊橋市）
・平松病院（佐賀県小城市）
・福岡県議の集い（ホテルニューオータニ福岡県福岡市）
・国際ソロプチミスト小郡（花やしき佐賀県鳥栖市 ）
・久留米市美術館（福岡県久留米市）
・川島モータース（福岡県久留米市）
・ショッピングモール結い村（福岡県直方市）
・チャチャタウン（福岡県北九州市）
・戸畑イオン（福岡県北九州市）
・筑紫野ゆめタウン（福岡県筑紫野市）
・中津ゆめタウン（大分県中津市）
・西日本シティー銀行久留米支店（福岡県久留米市）
・佐賀銀行本店（佐賀県佐賀市）
・テクノカルチャーシステム（福岡県久留米市）
・大村ボートレース（長崎県大村市）
・クロレラ工業（全国都心部）
・NPO法人とみかのわ（岐阜県加茂郡）
・別院（岐阜県高山市）
・専称寺（佐賀県多久市）
・温泉寺（岐阜県下呂市）
・一心寺（福岡県糟屋郡）
・厳浄寺（大分県耶馬渓）
・美容室ｅｍａ（愛知県名古屋市）
・アンシャリー・ハウス（長崎県雲仙市）
・ＹＭＣＡ別館 自立の店ひまわり（熊本県熊本市）
・ミチモトビューティースタジオ（三重県四日市）

＜行事イベント講演コンサート＞

・春日文化ホール（兵庫県丹波市）
・幡多小学校（岡山県岡山市）
・山形市民会館（山形県山形市）
・メルパルク（宮城県仙台市）
・関観光ホテル（岐阜県関市）
・半田クラシティーホール（愛知県半田市）
・中央公民館（青森県三戸郡）
・いきいき交流センター（岩手県二戸市）
・県民会館生涯学習センタージョイナス（秋田県秋田市）
・三春交流館まほら（福島県いわき市）
・米子市福祉保健総合センターふれあいの里（鳥取県米子市）
・リーセントホテル（福岡県北九州市）
・伊勢屋旅館（長崎県雲仙市）
・山暖簾（長崎県佐世保市）
・武雄センチュリーホテル（佐賀県武雄市）
・グランデはがくれ（佐賀県佐賀市）
・華翠園（佐賀県嬉野市）
・ホワイトハウス（岐阜県美濃加茂市）
・コレステローラーズ（愛知県名古屋市）
・キャナルシティグランドプラザ・サラマンジェ（福岡県福
岡市）
・イオン（株）日和田ショッピングモール（福島県郡山市）
・カトレアホール（長崎県佐世保市）

・阿蘇リゾートグランビリオホテル（熊本県阿蘇市）
・城山観光ホテル（鹿児島県鹿児島市）
・山水閣（岩手県花巻市）
・花心亭しらはま（秋田県仙北市）
・グランドパークホテルエクセル（福島県いわき市）
・ホテルグランヴィア（大阪府大阪市）
・南淡路市けひの海ホテル（兵庫県）
・ギャラリー溜（福岡県浮羽郡）
・テンイアーズ・アフター（大阪府大阪市）
・高瀬蔵（熊本県玉名市）
・ｅａｔ＆ｔａｌｋ （青森県弘前市）
・山陽堂薬局（宮城県仙台市）
・DON（福島県いわき市）
・レストランＣＯＣＯＮ（岐阜県可児市）
・加子母野外ステージ（岐阜県中津川市）
・蕨野棚田交流広場（佐賀県唐津市）
・佐賀銀行本店（佐賀県佐賀市）
・六角堂（福岡県久留米市）
・長崎港松が枝国際ターミナルビル（長崎県長崎市）
・TAOの里（大分県竹田市）
・ボトムライン（愛知県名古屋市）
・れぼ哲（福岡県福岡市）
・津屋崎海岸通 スターリゾートセンター（福岡県福津市）
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◆◆◆◆感想文感想文感想文感想文 一例一例一例一例◆◆◆◆

＜小学生＞＜小学生＞＜小学生＞＜小学生＞
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＜中学生＞＜中学生＞＜中学生＞＜中学生＞

・今日の人権コンサートでは今までとは少し違って「比留間さん」はお客さんの中に最初にいて出て来

てくれたなと思ったらタップダンスを踊っていて、リズムがよく、音もよくて、とにかくすごかったで

す。それから小中学生、先生、親を呼び、むちゃぶりでタップダンスを踊らせていて、お客さんも参加

できていていいなと思いました。比留間さんはキーボードを使って歌を唄いながら自分が作曲した曲を

弾いていて歌がとても良い歌ですごい感動しました。自分の出会った人から学んだことが沢山あって元

気がでる言葉だったので、不安な時はそういうことを思い出したいなと思いました。今日の人権コンサ

ートはとても楽しかったです。

・私が一番印象に残ったのが、周りの人に感謝の気持ちを伝える歌です。最近、ありがとうという気持

ちを伝えることが少なくなってきていたので、この曲は私にぴったりだなと思いました。

目をつぶっている間に沢山感謝する人が浮かびました。この先なにがあるか誰も知らないので、何があ

っても後悔しないように気持ちをもっと伝えていきたいです。

＜高校生＞＜高校生＞＜高校生＞＜高校生＞

・比留間さんの講演を聞いて、「夢を持つこと」にはとても大きい意味があるんだなと思いました。

体験談では「いじめ」を完全に無くすことは難しいけど、無くしていくことにどれだけ協力できるかを

考えさせられました。簡単にはできないけれど、トークを聞いていく中で、相手の「個性」を尊重して

相手の「気持ち」をしっかり見つめていくことが、いじめが無くなっていくために重要で不可欠だと分

かりました。

・今日のコンサートを通して感じたのは、人が夢を追うのは自分が生きた事、生きた事で何かの楽しみ

を見つけた事である証ではないかと思います。

自分がいつか大人になって子どもを持った時、人生のマニュアルになれなくても子どものために正しい

道を歩める為のマニュアルとなれば良いなと思います。

＜小学校教師＞＜小学校教師＞＜小学校教師＞＜小学校教師＞

・子どもたちが目を輝かせて楽しそうに比留間さんと歌ったり踊ったりしている姿がとても印象的でし

た。また、比留間さんの夢の話しや体験談を真剣に聞いて何かを感じていた姿にも感動しました。

＜中学校教師＞＜中学校教師＞＜中学校教師＞＜中学校教師＞

・今回の「人権・同和問題講演会」では、初めての音楽やダンスを取り入れての講演だったので、この

日がくることを子どもたちはとても楽しみにしていました。またトークと平行にプロの音楽やダンスを

間近で見ることができ、とても良い経験になったのではと思います。

＜高校教師＞＜高校教師＞＜高校教師＞＜高校教師＞

・人権学習をトーク＆ライヴ形式で、さらにダンスも交えて行うことに生徒の多くは、はじめは戸惑っ

ていたようでしたが、ステージが進むにつれて次第に引き込まれていきました。人権について考える学

習会を毎年行っていますが、今回のトーク＆ライヴ＆ダンスも、頭と心と身体を総動員して人権の大切

さに触れる素晴らしい時間になったと思います。
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＜一般＞＜一般＞＜一般＞＜一般＞

比留間光悦比留間光悦比留間光悦比留間光悦 講演コンサートへの想い・・・講演コンサートへの想い・・・講演コンサートへの想い・・・講演コンサートへの想い・・・

僕が９歳のころ、歌うことが大好きでよくお気に入りの公園でギター片手に一人ライヴをしていまし

た。その時、ちょうど通りかかった近所のおばあちゃんが「あなたの歌を聴いていると元気になるわ！」

と笑顔で言ってくれたことがきっかけで、「ひとりでも多くの人に笑顔を届けていきたい！」という夢が

できました。“夢”は、生きて行く上で大きな力になると僕は信じています。講演コンサートを通して、

皆さまの心に何かひとつでも輝きを残せたらと思っております。

君が悲しそうな無理な笑顔をしていたら

優しい田圃の道をぼくと歩こう

君が人の冷たさを身にしみて辛いとき

大好きなあの歌をぼくが唄おう

風の中にささやく君は遠い空の色

オリジナルソング「♪フワフワ」歌詞より


