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詳しくは、ホームページをご覧ください。 http://kikiau.net 聞き合う社会実行委員会

「話し合う」から「聞き合う」へ
必ず見つかる、ほんとうの輝き
――聞き合う輝きプロジェクト

西村剛の

聞き合うライブ
東北３県100日エブリデイツアー

井戸端わもん
東北３県ツアー

開催のご案内
2015年９月3日（木）～12月20日（日）   

＆

『聞けば叶う―わもん入門』
（薮原秀樹著、2011年、文屋）

西村剛が聞くことの力を体感したきっかけは「わもん（話
聞）」との出会いでした。その創始者・薮原秀樹がお届けす
る、「わもん」の基本書。
〈お問合せ・ご注文先〉 http://www.e-denen.net

《参考図書》 聞くこと・聞き合うことに興味をおもちの方へ　おすすめの3冊！

『聞き合う社会』 
（西村剛著、2015 年、株式会社わもん）

聞き合うことで一人ひとりの命が輝き、人と人とが深くつな
がり合い、すばらしい社会が生まれる！　思いを詰め込ん
だ、西村剛初の著書。
〈お問合せ・ご注文先〉 http://kikiau.net/book

『わもんのすすめ よく生きるための「聞く修行」』
（2014 年、株式会社わもん）

「わもん」って何？ 何のためにやるの？　「わもん」をする
と、聞き手や話し手はどう変わる？   「わもん」を簡潔に解
説したガイド小冊子。
＜お問合せ・ご注文先＞https://yaburin.stores.jp/#!/

参加無料あなたの街に西村剛を呼んでみませんか。

「聞き合うライブ」主催者を大募集！
あなたの街で、団体で、学校で、ぜひ「聞き合うライブ」を開催しませんか？
会場をご用意いただくだけで、ご希望にそったライブを開催します。
まずは、下記までご連絡を。担当者が詳しくご案内させていただきます。

◎主催例
市町村自治体（役所・役場）、被災者支援のNPO団体、商業者やまちづくり団体、婦人会や自治会、仮設住宅、
学校関係（小学校・中学校・高校・大学）など

※開催日程はP7の開催市町村スケジュールをご参照ください。

＜お申込み・お問合せは＞

聞き合う社会実行委員会事務局
株式会社ＴＭコミュニケーションズ内（担当：西山敦子）
〒530-0051 大阪市北区太融寺町5-15 梅田イーストビル7階
TEL：06-6360-7017　FAX：06-6360-7018
nishiyama＠tm-c.jp
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「聞き合う輝きプロジェクト」に寄せる想い

みんなの宝物を見つける はじめの一歩
「聞き合う輝きプロジェクト」プロジェクトリーダー　西村  剛（つよっさん）

苦しみを抱えながら、「苦しい」と言えない人たちに、
聞くこと、聞き合うことを届けたい。
聞き合うことで、一人ひとりの奥底にある、
輝く宝物に気づいてほしい。 
深くわかり合い、いたわり合い、支え合える絆を育んでほしい。
「聞き合うライブ」を、東北の被災地のみなさまのもとへ。

    「話し合う」から「聞き合う」へ

　人と人とが深くわかり合うために。

　尊重し合い、支え合い、お互いの力をよりよく生かし合うために。

　みんなが安心し、喜びに包まれ、平和に生きるために。

　誰にでもできる方法を、提案させていただきます。

　「話し合う」から「聞き合う」へ。

　お互いに、自分の考えを主張することを少しだけ先送りにして、まず

相手の話を全力で聞き、思いをとことん受けとめ合ってみませんか、

という提案です。

　聞くこと、聞き合うことで、話す人も聞く人も、自分の本当の思いに気

づきます。自分の生まれてきた意味を見つけます。自分の潜在能力を

発揮し、喜びをもって自ら行動し、生き生きと暮らすことができるよう

になります。

　私自身も、聞く力に支えられ、自分の命の使い方を探し当てました。

　それは、誰もが生まれながらに持っている無限の可能性、すなわち

輝く宝物を見つけることです。一人ひとりが自分の宝物に気づくため

のお手伝いをすることです。そのための方法が、聞くこと、聞き合うこ

となのです。

　まだ自分の宝物に気づいていない人へ。悩みや苦しみを抱えて、笑

顔で日々を過ごせない人へ。私は聞くこと、聞き合うことを届けようと

決めました。それが自分の命の使い方だと。

　そこで2015 年５月から、全国で「聞き合うライブ」を開催してきまし

た。参加者の方 と々ともに、聞くこと、聞き合うことを重ねてきました。

  「聞き合えば美しい世の中になる！
  私にも、それができる！」

　東北の地でも、同年５月24日から28日にかけて福島県、宮城県、山

形県、秋田県、青森県とツアーを行いました。たくさんの笑顔と、涙と、

温かな思いにふれてきました。

　「聞いてもらうことで、エネルギーをもらった。自分がもっと強くなれ

るような気がする」と微笑んだ方。

　「聞いてもらって、『自分が自分の人生を楽しむ』という結論にたど

り着いた。聞き合ううちに、自分の心の蓋が開いていきそう」と、まっ

すぐな目で語った方。

　「『自分を信じたい』と思っていたのに、聞いてもらったら、自分を信

じている自分がいることに気づいた。もう、やるしかない！」と、笑いが

止まらない方も。

　聞き合うライブでは、１対１で交互に話を聞くワークや、グループで

一人の話を全力で聞き、次々に話し手を交替していくワークを行いま

した。聞くこと、聞き合うことの力を、体験から感じ取っていただきまし

た。

　「すごくスッキリした。聞き合うことによって、みんなの力で課題を

解決できるんですね。」

　「聞き合えば、美しい世の中ができていく。私にもそれができると思

います。」

　「なんだかわからないけれど、おもしろい！　これはみんな体験し

たほうがいい！」

　そうです。聞き合うことで、人はうれしくなり、優しくなり、笑顔になり

ます。体の底からエネルギーが湧いてくるのを感じます。お互いの宝物

を、発見できるのです。

  「たら・れば」を聞き合い、
  「からこそ」という生き方へ

　東北でのライブで痛感したこと。それは、東日本大震災以後、今も

多くの人たちが「たら・れば」という思いを背負い、人知れず苦しんで

いるということでした。

　あのとき、あの場所へ行っていなかったら……。

　あの日、外出をやめて家にいたら……。

　あのとき、お母さんを呼び戻していれば……。

　目の前で失われた命を救えなかったことへの後悔。自分が生き

残ったことへの問い。「自分より大変な人がいる。だから我慢しよう」

と抑え込む、悩み、悲しみ、苦しみ。

　その思いをとことん聞くこと、聞き合うことが必要だと、確信しまし

た。それでこそ、奥底に眠る宝物に出会えるのです。

　「聞いてもらえた」と心から思えたとき、「たら・れば」を乗り越えて、

「からこそ」という生き方ができるようになると思っています。「あの経

験があるからこそ、今の自分がある」と、すべてをありのままに受けと

めることができるのです。

　1995 年、私は仕事で深いご縁のあった兵庫県神戸市で震災を経

験しました。仕事とボランティアの両面から、被災地支援に専念した

時期もあります。2000 年にはまちづくりの会社を創業し、商業施設を

中心に神戸の街の活性化に力を尽くしました。

　一定の役割は果たせたと思います。街の方々から感謝の言葉をい

ただく場面もありました。ただ一方で、拭いきれない悔いが残りまし

た。本当に街の方々の支えになれただろうか、と。今思うとそれは、「聞

く」ことができなかったためでした。

　あのときできなかった、聞くこと、聞き合うことを、今、それを必要と

している東北の方々に届けたい。

　「たら・れば」の前で苦しむ人たちに、「からこそ」の人生を。

　それが私の切実な願いです。

　それこそが、私の命の使い方です。

　一人ひとりに、生まれてきた意味は必ずあります。

　一人ひとりに、輝く宝物があります。

　そのことに気づいていただくための一歩として、「聞き合うライブ」

で、思いを深く深く受けとめ合いたいと願っています。

1970年11月1日生まれ・大阪府出身

株式会社TM コミュニケーションズ代表取締役

1990年 広告代理店に入社し、広告やイベント制作に従事。

1995年 阪神・淡路大震災。ボランティア活動とともに、社業で神戸市の復興事業に関わる。

1995年 世界一周旅行。アジア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカをまわる。

2000年 4 月　株式会社TMコミュニケーションズを設立し代表取締役に就任。
 阪神・淡路大震災で被災した神戸市長田区の20ha の商業地域のコミュニティ形

成、販促支援を主体に、震災10 年目の2004 年3月まで「被災商業地の復興支援」
に携わる。

2004年 4月　まちづくりへの想いを深め事業拡張。ショッピングセンターを活用し、地域が
求める「コミュニティの場」を創る事業を目指す。

 収益事業と人の役に立ちたい気持ちが空回りし、鬱病を発病。

西村  剛（にしむら・つよし） 
2007年 7月～9月　北海道旅行。数多くの貴重な人・自然との出逢いによって鬱と別れを告

げる。
 10月　TMコミュニケーションズ十勝支社を設立。「本物」の魅力をもつ人たちと

出逢い・経験のなかで想いが広がり約2 年間十勝に暮らしながら、TOKACHI 
FARMプロジェクトを構想。同時に地域活動として「十勝おやじの背中を超える
会」「うらほろスタイル」などの事業づくりに携わる。

2009年 4月　帰阪し、本社拡充、東京支社設立により社業を本格化。
2013年 6月　経営を妻に託し、社会活動家宣言。
2015年 2月　初の著書『聞き合う社会』を発刊。
 5月　「聞き合うライブ」をスタート。
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あったかい！
「聞いてもらっているとき、自分の中を温かい
ものが駆け抜けていった。」

涙が……
「話していたら、なんだかわからないけれど涙
が出てきた……。」

すごい！
「相手の心の中に入っていって、瞬間的に相手
の中身を引き出す聞き方、すごい！」

救われる
「言葉にならないけれど、ガチ聞きを間近で見
て、聞くことで人が救われていくんだというこ
とを感じた。」

自分と向き合える
「本気で聞きに来てもらえると、自分も本気で
自分と向き合える。」

抑えてきた思いを
話せた
「日々の仕事の中で、感じているのに感じない
ようにしてきたことを、聞くことで引き出しても
らった。」

 本音を言えた
「ものすごい迫力のある聞き方で聞いてもら
い、圧倒された。ここまでしてもらったときに、
やっと本音が言えるんだと思った。」

やみつき！
「聞き合うって楽しい。やみつきになりそう。こう
いう世界をみんなが待っている。間違いない！」

音声のフルコンタクト
「生身の対話を真剣にすることで、身体が軽く
なる体験をさせてもらった。話し手と聞き手の
音声のフルコンタクトって、新鮮な体験でおも
しろかった。」

うれしくてニコニコ
「本気で人の思いと向き合うのって怖いと思っ
ていましたが、終わってみたらとってもうれしく
て、ニコニコで、最高でした！」

音に集中すると
相手の思いがわかる
「音に集中して聞き合うだけで、意識しなくても
話し手の思いがすごく伝わってくる。」

体感しないとわからない。
でも誰にでもできる
「人と本気で聞き合うこと。スラスラ出てくる言
葉じゃなくて、言葉にならない思いを引き出す
こと。これは体感した人にしかわからない。なん
とも言えない感覚。でも意識して訓練すれば誰
でもできることもわかった！」

聞き合うと、
自分の心の声も聞こえる
「『話し合う』とはよく言われるけれど、『聞き合
う』は新しいアイデアですね。聞き合うことによっ
て、自分の心の声も聞くことができる。『自分を信
じる』をテーマに、もっと掘り下げてみたい。」

命、輝け！
「みんなで聞いていると、話し手さんの中から
光り輝くものが湧き出てくる。自分はひたすら
それを見つめるだけ。『命、輝け！』。そう念じる
だけ。」

自分の魂が輝く
「相手の心の中に入っていくこと、相手の思い
を感じることが、こんなにもうれしい。聞き合う
ことは、自分の魂を輝かせることだと思った。」

聞かせてもらうって、
うれしい！
「話し手さんの思いがすべて伝わってきた。聞
かせてもらうことがこんなにうれしいと感じた
ことはなかった。」

「聞く」を
体感!! 聞いてもらうと、話し手さんは何を感じる？

お互いに聞き合うことから
生まれる、感慨と気づき。

「聞き合う」を
実感!!

泣いた！ 笑った！ 宝物、見つけた！
2015年５月。聞き続け、聞き合い続けた怒濤の１カ月間！

西村剛の聞き合うライブ・エブリデイ
First Run

聞き合う喜びを届けたい。
自らの奥底に眠る輝きに、まだ気づいていない人たちに。
その思い一つで、西村剛は日本列島を駆け抜けた。
題して、「西村剛の聞き合うライブ・エブリデイ First Run」。
2015年５月１日から31日まで、31日間、30都道府県、32ステージ。
南は沖縄から北は北海道まで、走り続けた31日間。
参加者のみなさまの声から、ライブの熱気を感じてください！！

自由になった！ 
これが自分だ！
「つよっさんのガチ聞きを聞いているだけで、か
なり深まった。聞き合うワークでもさらに深まっ
た。あまりの深まりに帰りはフラフラ。『すべての
ことがどうでもよくなった』という感覚。一夜明
けて、気がつきました。いろいろなものを捨てら
れて自由になったんだ！　って。30年前の自分
がよみがえっている！　これが俺だ！  って。」

一人ではない。
つながっている
「つよっさんを応援に行ったつもりが、自分の人
生を応援されてしまった。聞き合うワークで、一
人では行けない世界に行くことができた。今や
るべきことがはっきりとわかり、新しい世界観
が開けた。メンバーとのつながりを感じて、『一
人ではない』と勇気をもらった。」

ありのままの自分を
見つめる
「人の話は聞くけれど、自分は相手を選んで話
していた。身の回りの人を心から信頼できてい
ない自分に気づいた。」

使命に気づいた
「自分の人生にとことん向き合うことを、今日
初めて体験した。自分の使命に気づいた。」

まだまだある！
私の宝物
「聞き手さんが一緒に潜ってくれると、自分一
人ではたどり着けない心の深いところへ行け
る。その感覚がわかった。その奥に、宝物がもっ
ともっとある！　ということもわかった。」

やるべきことが見えた
「聞いてもらったら、頭で考えたことじゃなく、
自分の思いが勝手に言葉になって出てきた。そ
れこそが自分の本当にやるべきことなんじゃな
いかと思った。」

力を使いきりたい！
「聞き手さんが、すごい勢いで話を聞いてくれ
た。自分の本当の思いがわかった。自分のやり
たいこと、できることに全力を出しきりたい。そ
うしたら納得して終われるような気がする。死
ぬまでに自分の力をすべて使いきる！　それを
やりたい。」

本気で信じて応援するって、
気持ちいい！
「震災から丸４年が過ぎ、そのことを口にしては
いけないのかという雰囲気になり、ますます不
安が大きくなる中で、自分自身を見失いそうに
なり、崩れそうになりながらも、子どものために
なんとかふんばってきました。でも本当は苦し
かった。自分がどうしたいのか、どうなりたいの
か、道が見えなくなっていました。
　ガチ聞きをしてもらって、『自分を信じてくれ
る人がいる』『自分を応援してくれる人がいる』
と、涙が止まりませんでした。自分が信じる道の
先には輝きがある。自分は一人じゃない。行方
不明になりそうだった自分の心の声が自分のも
とに戻ってきた瞬間、「できる！　できる！　でき
る！」と他の人を本気で応援していました。
　あんなに人を応援したことはなかった。いつ
も客観的に冷めた目でしか人を見ていなかっ
た。自分の子供に対しても。本気で人を応援す
るって、人を信じるって、こんなにも気持ちのい
いことなんですね！　私これから、自分のことを
好きになれる！　信じてあげられる！　そして、
人に対してアツくなれる！　みんなのこと、応援
してあげられる！」

聞くこと、聞き合うことで、
真実が見えてくる。

本当！本音！ 
本来！

福島から……
東日本大震災から４年。今の暮らしと思い。

「生きている熱」を
伝えてくれる
「つよっさんには嘘くささがない。自分を必要以
上に大きく見せることも、制限することもなく、
自分をすべて使って、目の前の人の声を、そし
て自分の声を聞いていく。つよっさんにしかでき
ないやり方で、『生きている熱』を伝えてくれる。
その姿を見て、『ああ、私の人生を生きられるの
は、私だけなんだ』という当たり前のことを、深く
深く感じていた。」

全力で輝いている
「場の中心にいるつよっさんが全力で輝いてい
るから、周囲にもじんわりと温かなものが伝わる
んだなあ。聞き合うことってすばらしい！」

私が見た
つよっさん
聞き合うライブで見た
「つよっさん」こと西村剛の姿。

幸せいっぱいの未来を！
「福島では、毎日の天気予報と一緒にその日の
空間線量が発表されます……。そう、あの日か
ら、自然災害から起きた事故だから、私たち県民
は不安や怒りをぶつけるところもありません。
　ライブに参加したとき、体のずっとずーっと奥
底にあった言葉や思いが出てきて、「そっかぁ。
思ったままに動いていいんだ。そこにすべてを
受け入れてくれる人が必ずいてくれる」とわかっ
たときに、涙があふれて、帰りの車の中、わんわ
ん泣きました！
　子どもの未来は、絶対に幸せいっぱいの未来に
してあげたい！  福島で生きる私たち親ができる
こと、たくさんある気がする今日このごろです。」

あふれ出る愛
「つよっさんの声や言葉、体からあふれ出る愛！
　参加者の心の光を信じる力！　心に響く音！　
感じるブレス！　最初は『私は変わらない』とおっ
しゃっていた方が、どんどん変わって、最後には
最高の笑顔！　みんなが『つながった』と体じゅ
うで感じた日。感動でした♪」

みんなを巻き込む
凄まじいエネルギー
「つよっさんの本気に感動した。みんなを巻き込
むエネルギーは半端ない！」

響いた言葉「命の使い方」
「『みんなの中にある宝物。ザックザックと掘り出
したい。絶対にある！』。心強い言葉だった。そし
て、『命の使い方』、この言葉が響いた。私も自分
の中に埋まっている宝物、そして周りの人の宝物
を掘り出して、輝かせられる人になりたい。」

聞き合うライブFirst Ru
n参加者の声を

YouTubeでご覧くださ
い！

http://youtu.be/4M
Qc7Fb1X18必見！
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　人の話を聞くことを通して、自らの輝きを信じきる力を養う自己修養法「わもん」。
　「井戸端わもん」は、話を最後まで聞く、相手も自分も責めない、という二つのルールを
決めて話を聞き合う、ゆるやかな会です。
　「わもん」の聞き方、話し方に触れながら、ご参加のみなさんが話を聞き合います。「わ
もん」の聞き方を気軽に体感できる場として、東北地方を中心に開催しています。
　「井戸端わもん」は心の温泉。初めての方も「心が温かくなった、気持ちが楽になった」
とご好評をいただいています。
　相手を、そして自分を信じる力を養う「わもん」の聞き方をお持ち帰りいただき、家庭
や職場、地域でお使いいただけるよう心から願います。
　3.11の震災以降、心に重荷を抱えている方がたくさんいらっしゃると感じています。「井
戸端わもん」の聞き方で救われる心の命があると信じ、小さな集まりを重ねています。

ゆるやかな聞き合う場。心は温泉気分♪
井戸端わもん同時期

開催

西村剛の聞き合うライブ
東北３県100日エブリデイツアー
2015年９月3日（木）～12月20日（日）   
5月1日から31日の「聞き合うライブ・エブリデイFirst Run」、
そして７月１日から8月16日までの「聞き合うライブサマーツアー《47都道府県エブリデイライブ》」。
回を重ねるだけではありません。西村剛は、深化し続けています！
その成果をすべて注ぎ込み、いよいよ東北3県で100日連続集中開催！

【聞き合うライブとは】
西村剛の絶妙なトークとファシ
リテーションにより、聞くこと、
聞き合うことをみんなで体験
し、聞き合うことの楽しさ・う
れしさを全身で感じ合う参加型
ライブ。
聞き合うことで心と心が深くつ
ながり合い、お互いの本音や
可能性に気づき、潜在能力を
発揮して、一人ひとりの命が輝
くことが願いです。

2015 年９月3日から12月20日までの100日間。岩手県・宮城県・福島県の３県で、
「西村剛の聞き合うライブ・東北３県100 日エブリデイツアー」を開催!! あなたの街
へ、村へ、職場へ、学校へ、コミュニティへ……。
西村剛が、聞き合う喜びと命の輝きを届けにまいります!!!
今回のツアーは、100回すべて入場無料！ 無限の可能性を秘めた、聞くこと、聞き合
うことを、この機会にぜひご体験ください！

岩手県、宮城県、福島県。
「聞き合う輝きプロジェクト」、
舞台はいよいよ念願の東北三県へ!!

進行役は高知県在住の川窪財（かわくぼ・たから）さん。
「井戸端わもん」伝道師として、2014年10月から東北各地
を回っています。ゆるやかで温かな場づくりをお約束します。

西村剛の聞き合うライブ 東北３県 100日エブリデイツアー
開催市町村スケジュール

参加無料

（一部会場費をいただく場合があります）

聞き合うライブ2015サマーツアー≪全国47都道府県エブリデイライブ≫のスケジュールはこちら♪
http://kikiau.net/schedule/

※会場アクセスなど詳しくはホームページをご覧ください。都合により会場・日程が変更になる場合があります。
最新情報はホームページでご確認ください。

参加無料
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1st. Round 《9月3日（木）～10月8日（木）》 
岩手県
 9/ 3（木）宮古市 18:00‒20：30 宮古市市民文化会館
 9/ 4（金）宮古市 18:00‒20：30 グリーンピア三陸宮古古古
 9/5（土） 大槌町 14:00‒16：30 和野っこハウス
 9/ 6（日）釜石市 17:00‒19：30 青葉ビル
 9/ 7（月） 大船渡市 18:30‒21：00 大船渡市綾里地区コミュニテティ施設・綾姫ホールティ施設・綾姫ホール
 9/ 8（火）陸前高田市 18:30‒21：00 陸前高田市二又復興交流センセンターセンタ
宮城県
 9/ 9（水）気仙沼市 18:30‒21：00 気仙沼市民会館
 9/10（木）南三陸町 18:00‒20：30 ベイサイドアリーナ 文化交流ホホールホ
 9/11（金）石巻市 18:00‒20：30 石巻市総合体育館
 9/12（土）女川町 14:00‒16：30 女川フューチャーセンターCammassm
 9/13（日）東松島市 14:00‒16：30 東松島市芸術文化振興会（東松島市コミュニティミュニティセンター）ミュニティ
 9/14（月）松島町 14:00‒16：30 高城コミュニティセンター
 9/15（火）塩竈市 18:30‒21：00 マリンゲート塩釜
 9/16（水）七ヶ浜町 18:30‒21：00 七ヶ浜国際村
 9/17（木）多賀城市 18:30‒21：00 中央公民館　文化センセンターセン
 9/18（金）仙台市 18:00‒20：30 仙台市戦災復興記念館館館
 9/19（土）岩沼市 14:00‒16：30 玉浦公民館
 9/20（日）東松島市 14:00‒16：30 東松島大塩市民センター 多目的ホール
 9/21（月）亘理町 14:00‒16：30 亘理町中央公民館
 9/22（火）山元町 14:00‒16：30 坂元公民館
福島県
 9/23（水）いわき市 14:00‒16：30 いわき産業創造館
 9/24（木）相馬市 18:00‒20:30 相馬市総合福祉センター（はまなす館）
 9/25（金）南相馬市 18:00‒20:30 サンライフ南相馬/労働福祉会館
 9/26（土）福島市 14:00‒16：30 チェンバおおまち
 9/27（日）須賀川市 14:00‒16：30 須賀川市労働福祉会館
 9/28（月）白河市 18:00‒20：30 白河市中央公民館
 9/29（火）田村市 18:00‒20:30 田村市役所　多目的ホール
10/ 3（土）桑折町 18:30‒21:00 屋内温水プール多目的スタジオ「イコーーゼ！」ーゼ！」
10/ 4（日）会津若松市 14:00‒16：30 アピオスペース
10/ 5（月）小野町 18:30‒21:00 小野町多目的研修集会施設（調整中）
10/ 6（火）伊達市 18:30‒21:00 保原中央交流館（調整中）
10/ 7（水）国見町 18:30‒21:00 観月台文化センター
10/ 8（木）いわき市 18:30‒21:00 いわき産業創造館

2nd. Round 《10月9日（金）～11月16日（月）》
岩手県
10/ 9 （金）宮古市 18:00‒20：30 宮古市山口公民館
10/10 （土）山田町 14:00‒16：30 船越防災センター
10/11 （日）大槌町 14:00‒16：30 大槌町中央公民館
10/12 （月）釜石市 14:00‒16：30 青葉ビル
10/13 （火）大船渡市 18:30‒21:00 大船渡市綾里地区コミュニティ施施設・綾姫ホール施設・綾姫ホール
宮城県
10/14 （水）南三陸町 18:30‒21:00 ベイサイドアリーナ　文化交流ホホールホ
10/15 （木）気仙沼市 18:30‒21:00 気仙沼市民会館
10/16 （金）南三陸町 18:30‒21:00 南三陸ポータルセンター
10/17 （土）石巻市 14:00‒16：30 ビックバン
10/18（日）女川町 14:00‒16:30 女川フューチャーセンターCCamassC
10/19 （月）東松島市 18:00‒20：30 赤井市民センター
10/20 （火）松島町 18:00‒20：30 松島町文化観光交流館（中（中央公民会館）（中
10/21 （水）塩竈市 18:00‒20:30 塩釜商工会議所
10/22 （木）名取市 18:30‒21:00 名取市文化会館館館
10/23（金）女川町 18:30‒21:00 女川フューチチャーセンターCamassーチ
10/24 （土）仙台市 18:00‒20：30 仙台市戦戦災復興記念館戦
10/25 （日）七ヶ浜町 18:00‒20：30 七ヶ浜浜国際村浜
10/26 （月）岩沼市 18:00‒20:30 玉浦公公民館公
10/27 （火）亘理町 18:30‒21:00 亘理理町 理 中央公民館
10/28（水）山元町 18:00‒20：30 山元元町中央公民館（調整中）元

福島県
10/29（木）新地町 18:00‒20:30 新地公民館
10/30（金）相馬市 18:00‒20:30 ンター（はまなす館）相馬市総合福祉セン福祉センタ
10/31（土） 折町桑折町桑折町 14:00‒16：30 桑折公民館（調整中）（調
11/7（土） 相馬市南相馬市南相馬市 14:00‒16：30 ールしらゆりコミュニティホールしらゆりコミュニティホール
11/8（日）11/8（日） 福島市 14:001 ‒16：3030 福島テルサ（あぶくま）
11/9（月） 須賀川市 18:00‒20：30‒20 須賀川市労働福祉会館
11/10（火）白河市 18:000‒20：302 白河市中央公民館　 ちゃん友情出演※やぶちゃちゃ
11/11（水）田村市 18:0080 ‒20：30 田村市役所　多目的ホール
11/12（木）会津若松市松市 18:00‒20：30 アピオスペース
11/13（金）小野町 18:30‒21：00 小野町多目的研修集会施設（調整中）
11/14（土）伊達市 14:00‒16：30 保原中央交流館（調整中）
11/15（日）国見町 14:00‒16：30 観月台文化センター（調整中）
11/16（月）いわき市 18:30‒21：00 いわき産業創造館

3rd. Round  《11月17日（火）～12月20日（日）》 11月
岩手県
11/17（火）宮古市 18:001 ‒20：30 宮古市中央公民館
11/18（水）山田町 18:00‒20：30 船越防災センター
11/19（木）大槌町 18:301 ‒21：00 大槌町中央公民館
11/20（金）釜石市 18:00‒20：30 青葉ビル
11/21（土）大船渡市市 14:00‒16：30 大船渡市綾里地区コミュニティ施設・綾姫ホール
11/22（日）大槌町 14:00‒16：30 和野っこハウス
宮城県
11/23（月）気仙沼市 14:001 ‒16：30 本吉公民館
11/24（火）南三陸町 18:308:3 ‒21：00 南三陸ポータルセンター
11/25（水）石巻市 18:000‒20：30 石巻市総合体育館
11/26（木）女川町 18:300‒21：00 ss女川フューチャーセンターCamassss
11/27（金）東松島市 18:300‒21：00 ティセンター）東松島市芸術文化振興会（東松島市コミュニティセン市コミュニティセン
11/28（土）松島町 14:00‒16：301 高城コミュニティセンター
11/29（日）石巻市 14:00‒16：30‒16：3 ビッグバン
11/30（月）11/30（月）七ヶ浜町七ヶ 18:300‒21：00‒21：00 七ケ浜国際村七ケ浜国際村
12/ 1（火） 多賀城市賀城 18:308:30‒21：00 ンター）市民会館 展示室（多賀城文化センタ展示室（多賀城文化センタ
12/ 2（水） 仙台市 18:00‒20：30 仙台市戦災復興記念館興記
12/ 3（木） 名取市 18:308 ‒21：00 名取市文化会館（調整中）
12/ 4（金） 岩沼市 18:000 ‒20：30 玉浦公民館
12/ 5（土） 亘理町 14:000 ‒16：30 調整中）亘理町農村環境改善センター（調整中調整中
12/ 6（日） 山元町 14:0014:0 ‒16：30 山元町中央公民館（調整中）
福島県
12/ 7（月） 新地町 18:00:0 ‒20：30 新地公民館
12/ 8（火） 相馬市 18:000‒20：30‒ 祉センター（はまなす館）（調整中）相馬市総合福祉センター（はまなす館）（調祉センター（はまなす館）（調
12/ 9（水） 南相馬市 18:000‒20：30 相馬/労働福祉会館サンライフ南相馬/相馬/ （調整中）
12/10（木）福島市 18:3030‒21：00 かパルセいいざかか
12/11（金）須賀川市 18:000 ‒20：30 須賀川市 働福祉会館労働働 （調整中）
12/12（土）白河市 14:004: ‒16：30 公民館白河市中央公公
12/13（日）田村市 14:000 ‒16：30 　多目的ホール田村市役所　所　
12/14（月）桑折町 18:303 ‒21：00 桑折公民館（調整中）
12/15（火）会津若松市 18:008: ‒20：30 スアピオスペースス
12/16（水）小野町町 18:301 ‒21：00 的研修集会施設小野町多目的的 （調整中）
12/17（木）伊達市市 18:30‒21：00 流館保原中央交流流館（調整中）
12/18（金）国見町 18:3018 ‒21：00‒21：00 ター観月台文化センター観月台文化センター（調整中）
12/19（土）いわき市市 14:00‒16：30 館いわき産業創造館わき産業創造館
12/20（日）福島市 14:00‒16：30 わ）福島テルサ（つきのわわ

http://kikiau.net

東北ツアー プレライブ 開催決定！！ 9月2日（水） 18:30－21:00　青森県八戸市　八戸ポータルミュージアムはっち


