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チャリティーCD
東日本大震災復興応援ソング

「希望の灯」
（税込500円）

※売上は全額義援金として寄付
されます

音楽活動10周年を記念して
フルアルバムを完成！！

「Rainbow」
（税込1,500円）

※本日のセットリストの曲が多数
入っています
※売上の一部を東日本大震災復興
義援金として寄付されます

作詞：畠山葉瑠／作曲：KAZ

目を閉じて想像してみてよ
この世界を星空でうめつくして
そして遠い宇宙から見るの
今の地球を見下ろすと
そうしたら一番キレイなのは
星を見つめる僕らの瞳だろう

目を閉じて想像してみてよ
この世界を海と草原でうめつくして
そして遠い宇宙から見るの
今の地球を見下ろすと
そうしたら一番光っているのは
そこで遊ぶ僕らの汗だろう

目を閉じて想像してみてよ
この世界を多くの笑顔でうめつくして
そして遠い宇宙から見るの
今の地球を見下ろすと
そうしたら一番輝いているのは
きっとあどけない僕らの笑顔だろう

僕らは知っているよ
僕らはもっているよ
「笑顔」という最強の武器を
忘れないように

チャリティーライブの主旨
「To a heart of children」の意味
「子どもたちの心に」という意味です。活動を続けていく中で、
私たちなりの想いや考えを受け止めていただき、その子ど
もたちが大人になった時に、また次の世代へ繋がっていけ
ばという想いからタイトルを付けました。

目 的
　一昨年から始めた児童養護施設で暮らす子どもたちのた
めに何かできることはないかと考え、ずっと活動を続けてき
た音楽ならスタートしやすく伝わりやすいと考えから、ライ
ブを通じて収益・募金、全額を寄付するチャリティーライブ
をはじめました。最低でも10年はやろうと決めて、今回で３
回目になります。

作詞：塩路桃香／作曲：KAZ

紙ひこうきの　飛ぶ空のように
世界が広く　自由だったら
もっともっと　世界は平和になる

今の世界は狭くて　自由でもなくて
とても　たいくつな世界
けれども空だったら　広く　優しく

まるで　なにかに包まれているような
平和な世界になるだろう

そんな世界にするためには
未来を創っていく私たちが
なにごとにも負けず　一生懸命

今を大切に生きていくことが
それが私たちの使命

紙ひこうきの　飛ぶ空のように
世界が広く　自由だったら
もっともっと　世界は平和になる

二度と悲しく辛い
世界を創らないため
一番大事なこと
平和を築いてゆくための
だいじなこと

紙ひこうきの　飛ぶ空のように
世界が広く　自由だったら
どこまでも飛んでいくよ　あの空のむこ
うに
わたしたちの　願いが届くなら
きっとずっと　世界は平和になる
もっともっと　世界は平和になる
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発売 中！！ 発売 中！！



To a heart of children Vol.3の寄付先

　昨年のチャリティーライブ開催の段階で、ご寄付いただける皆様に明確に
場所や、どういう使われ方をするのかを提示できてない反省点もありました。
その反省は真摯に受け止め、今年は既に寄付先や相手方の了承などは済ま
せております。併せて昨年の東日本大震災で被災された東北への支援もでき
る限り継続したく、道内と福島県の児童養護施設2カ所へ今年も寄付します。

興正学園　〒001─0904 北海道札幌市北区新琴似4条9丁目１─１

　寄付の使われ方は、本来であれば希望する児童全員に自転車を使わせて
あげたいとのことですが、現時点で数が足りないとのことで、児童が自分で
選んで購入する自転車の購入費や、キャンプ用の備品購入に充てられるとの
ことです。

いわき育英舎　〒979─3124 福島県いわき市小川町上小川字大坂５

　寄付の使われ方は、数年に一度降るか降らないかの雪を子どもたちが楽し
みにしているという施設長さんのお話もあり、今年は雪の降る地域へ小旅行を
予定しているとのことで、その旅費の一部に充てられます。

ライブ動員数：71名
売上総額：199,102円（会場内寄付、
希望の灯CD売上、路上ライブ募金）

寄付内容：199,102円を半分に分け
て、郵便普通為替証書とし、内訳は
99,551円となり、岩手県「大洋学園」、
宮城県「仙台天使園」の各一カ所ずつ
に寄付しました。

※ 詳しい収支
決算書につ
い て は HP
参照とす

KAZについて

　札幌を中心に音楽活動をしている「車椅子の歌うたい KAZ」です。
20歳くらいからギターに興味をもち、通常の弾き方ができず、障がい
があるからといって諦めることをせずに、独自で手を上からギターを
押さえるという弾き方を編み出し、現在のスタイルにいたる。人前に
出て歌うよりになり、今年で１０年目を迎えます。路上ライブなどを継
続的に行い、ありとあらゆる音楽イベントに積極的に参加し、老若男
女に好まれるような分かりやすい歌を届けています。
　年々、福祉の場での活動を増やしていき、その中で子どもたち
に何かできることをしていきたいと思うようになり、「To a heart of 
children」と銘打ってチャリティーライブを10年計画でスタートし、
売上、寄付等全額を児童養護施設へ寄付する活動を継続中。さらに、
昨年３月に起きた東日本大震災で被災された
子どもたちに義援金を送るための活動も同時に
スタートさせ、路上ライブで募金を募り、同時
に復興応援ソングとして「希望の灯」のCDを作
り、売上全額義援金として寄付する活動を継続
しています。

　2011年３月11日の東日本大震災
以降、東北をはじめとする被災した子
どもたちへも、このチャリティーの売上
を、実行委員会の話し合いの末、寄
付することに決めました。岩手と宮城
に限定したのは、私たちの代わりに、
仙台に住む仲間に届けてもらおうと考
えていて、忙しい合間を縫って直接届
けてもらうのであれば２カ所が限界か
なと思ったからです。結果的に、もう
１カ所の岩手県・大洋学園さんについ
ては、日程の調整が難しいとのことで、
直接郵送という形で寄付させていただ
きました。
　11月13日に仙台天使園さんを訪
問してくれた仲間からの報告によると、
数年前に現在の場所に移転していたこ
とにより、震災や津波による被災は免
れたものの、数日間はライフラインは
途絶え、いつまでこの状況が続くのか
不安などがあり、食事については少し
の間、３食から２食に限定して過ごして
いたとのことでした。それだけ現地の
人たちは、今後どうなっていくのかが見
えにくい状況だったようです。やはり当
事者の方々の声を聴くのと、テレビを
通じてのニュースを見る限りでは違う

なと率直に感じました。神戸の阪神大
震災から復興するまで、長い時間がか
かったように、東日本大震災からの復
興は始まったばかりだということを、胸
に刻んでできることを今後もやり続けて
いく必要があるんだと思います。今回
園長さんの話の中に、震災以降、子ど
もたちのためにと、全国から私たちと
同じように寄付が多く届いているとあり
ました。そのことが励みになるし、大
変有り難く感じているとのことでした。

　私たちができることは限られてます。
ただ小さな小さな力だとしても、今後
も子どもたちのために活動は続けてい
くことをお伝えさせていただき、寄付に
ついての報告と、活動報告とさせてい
ただきます。

活動歴

◆ 不定期ながら10年連続、大通り公
園や狸小路で路上ライブを継続中

◆ 2003年11月、テレビ朝日ストリー
トファイターズで取り上げられる
◆ 2005年5月、1stCD「Message」
発売、11月、2rdCD「ノエル。」発
売

◆ 2006年11月、3rdCD「君ヘノ贈リ
モノ」発売

◆ 2008年3月、道新に特集を組まれ
る、8月、HBC テレビ Hana テレ
ビに特集を組まれる

◆ 2008年10月、4thCD「桜の木の
下で」発売

◆ 2009年8月、HBC テレビ総力報
道！THE NEWSに特集を組まれる

◆ 2010年9月、チャリティーライブの
宣伝で朝日新聞に取り上げられる

◆ 2010年9月、「To a heart of 
children」Vol.1スタート

◆ 2010年10月、児童養護施設訪問
が道新日高版、日高報知新聞に取
り上げられる
◆ 2011年7月、5thCD「希望の灯」
発売（売上全額東日本大震災復興
義援金として寄付）

◆ 2011年10月、「To a heart of 
children」Vol.2開催

◆ 2012年4月、イマジン音楽祭によっ
て作曲した「紙ひこうき」が札幌市に
選ばれる

◆ 2012年6月、6thCD「Rainbow」
発売（売上の一部を東日本大震災
復興義援金として寄付）

歌った場所

◆ テレビ塔、ウイングベイ小樽、歩行
者天国、札幌駅、短大、看護学校、
福祉施設、ライブバー等

◆ 小樽、白老、旭川、日高、帯広、
清里町、上砂川、美唄

自己紹介

名前：KAZ（＝音楽活動時。本名＝熊野宏和）
年齢：35 歳
職業：有限会社ことのは舎勤務（札幌市中央区南１条西12丁目322）
自身の病名：先天性多発性関節拘縮症（詳細はHP参照）
HP：http://kaz-sing.com/
CharityHP：http://kaz-sing.com/charity/
Mail：kaz@kaz-sing.com

訪問報告
訪問先：仙台天使園（宮城県仙台市太白区茂庭台4─1─30）
訪問日：11月13日（日）
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KAZについて

　札幌を中心に音楽活動をしている「車椅子の歌うたい KAZ」です。
20歳くらいからギターに興味をもち、通常の弾き方ができず、障がい
があるからといって諦めることをせずに、独自で手を上からギターを
押さえるという弾き方を編み出し、現在のスタイルにいたる。人前に
出て歌うよりになり、今年で１０年目を迎えます。路上ライブなどを継
続的に行い、ありとあらゆる音楽イベントに積極的に参加し、老若男
女に好まれるような分かりやすい歌を届けています。
　年々、福祉の場での活動を増やしていき、その中で子どもたち
に何かできることをしていきたいと思うようになり、「To a heart of 
children」と銘打ってチャリティーライブを10年計画でスタートし、
売上、寄付等全額を児童養護施設へ寄付する活動を継続中。さらに、
昨年３月に起きた東日本大震災で被災された
子どもたちに義援金を送るための活動も同時に
スタートさせ、路上ライブで募金を募り、同時
に復興応援ソングとして「希望の灯」のCDを作
り、売上全額義援金として寄付する活動を継続
しています。

To a heart of children Vol.2の活動報告


