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国連75周年記念 Music Festival for SDGs 2020
2020年９月26日 日本、欧州およびニューヨークからオンライン配信（Stream Yard)

このイベントはトークと音楽パフォーマンスを通じてSDGsについて学べる機会を与えることを目的としている。
視聴者は、エンターテイメントショーと教育の機会が連なる17時間のオンラインイベントを楽しめる。日本にてス
タートし、欧州の各都市を回りつつ、ニューヨークにてグランドフィナーレを迎える予定。ショーを楽しみつつ、
国連の持続可能な開発目標 (SDGs) に参加できるという企画。

①全てのこどもが明日を夢見る社会へ (SDG1,2,3,4)

②女性の活躍を応援しよう (SDG5)

③地球の環境を守り美しい地球へ (SDG6,7,13,14,15)

④震災にまけない街づくりと技術革新 (SDG9,11)

⑤ダイバーシティとインクルージョンで築く平和な世界 (SDG16,17)

このイベントは Music for SDGs Coalition すなわち大久保 亮(マック） (プロ

ジェクト・ディレクター）、Kippei (シンガーソングライター/音楽プロデューサー)  

および Flower Harmony (音楽ユニット/イベント・プロデューサー)により、社
会貢献活動を支援する一般社団法人Social-Japanの協力のもと企画・運営される。

またUNESCOおよびMOSTの後援を受けている#ActionNow の一環で
Glocha および IAAI との共催であり、このイベントに関しては国連、
APECおよび日本政府に報告される予定である。

当イベントの実施にあたり、SDGsを支持し、目的を共有する他のコラボレーショ
ン・パートナー、スポンサー、参加アーティストやスピーカーを募集中。
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国連75周年記念

Music Festival for SDGs 2020

国連総会2020のサイドイベント

オープニング
日本

7pm (JST)

ヨーロッパ、アフリカetc.

グランド・フィナーレ
ニューヨーク
11pm (EDT)

17時間ノンストップ エンターテイメントショーや教育番組を連続配信

Music for SDGs Coalition および Glochaによる共催
世界中からオンライン配信 2020年9月26日 午後7時～27日正午 日本時間
国連75周年を祝うとともにSDGsに関する意識を高めることが目的

SDGsをサポートし、我々と目的を共にする参加
アーティストやスピーカー、コラボレーション
パートナーおよびスポンサーを募集中。
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Mack （大久保亮） (プロジェクト・ディレクター)

NYを拠点に世界中を飛び回る国際派ビジネスマン・政策アドバイザー。５つの言語を繰るマルチリンガルで、国際機
関（スイス）での勤務経験もあり。APEC地域のSustainable Finance Development Networkの共同座長やESG投資
作業部会座長も務め、国連SDGs の推進に尽力する。保険、金融、規制会計、グローバルコミュニケーションや
SDGsに関する講演を世界50か国以上で行う。どんな場でもジョークと遊び心を欠かさないエンターテイナーとして
も人気を博し、音楽を通じて国連SDGsを推進するMusic for SDGsプロジェクトを立ち上げ、国連や官民諸団体等と
連携しつつ、イベントのプロデュースや出演も行う。ジャンルは歌、コメディ、ダンスと幅広い。特技はモノマネ。

Flower Harmony (ゆりかごVoice山下由紀子 音楽プロデューサー武田P）

Flower=どのお花も素晴らしいように、人間も一人一人が大切な存在 Harmony=調和。
日本中、世界中の方と優しい輪で繋がる『すべての人が輝ける世界を』をテーマに、日本と世界を
つなぎ、エンタメイベント、全国の神社仏閣で正式参拝として奉納演奏とし愛と調和を奏でる。
日本の伝統文化を伝える『和の伝統博』を主催。
地球のための宇宙のための活動を事業とアーティスト活動に取り入れている。

Kippei（宮原 吉平） (シンガーソングライター兼音楽プロデューサー＆
MC、Music For SDGs “K Live Studio” 運営 、地域活性サポーター）

和歌山生まれ、茨城県鹿嶋市在住。本業のビジネスの傍ら、音楽活動を通して地域活性化や文化の醸
成に取り組み、常に「楽しむ」をキーワードにお客様参加型の一体感あるLIVEを志す。自身のオリジ
ナルに加え、サッカーJ1鹿島アントラーズの応援ソングや地元アーティスト＆アイドル、少年少女合
唱団はじめよさこいグループに至るまで楽曲のプロデュースも手掛ける。2018年NYオフブロード

ウェイ、2019年NYカーネーギーホール出演。

About Music for SDGs Coalition 



Aya Takeuchi （竹内あや） (アシスタント・ディレクター＆UN Womenジュニアコンサルタント)

名古屋市出身。椙山女学園大学にて社会言語学を専攻し、異文化研究の学士号を取得後、 ニュー
ヨーク大学セン ター・フォー・グローバル・アフェアーズ卒業。ジェンダーの平等（SDG５）に情
熱を注いでおり、セクシュア ル・ハラスメント、産休、リーダーシップを含む職場における女性の
権利、性と生殖に関する権利、女性に対す る性暴力、発展途上国における女児教育などのテーマを
研究。ジャパン・ソサエティー、カタリスト、NIP、 GloCha、UN Womenでインターンを経験し、
現在はUN Womenのジュニアコンサルタントとして活躍中。.

About our Assistant Directors

山下愛 (アシスタント・ディレクター, ミュージックアドバイザー

＆ ピアニスト/キーボード奏者/作曲家)

ボストンを拠点に活動するキーボード奏者、ソングライ
ター。バークリー音楽院 2017年卒業生。

「音楽を通じて日本と世界の架け橋にな る」をミッションに、
J-POPバンドAi‘s  Sakura Bandとしてアメリカでの文化交
流や音楽の多様性に貢献している。

現在、みんな友達～We are all friends～ プロジェクトの
Youtube動画を制作中。近 日公開予定。

山下愛ウェブサイト
https://www.aiyamashita.com/

Ai’s Sakura Band
https://youtu.be/s7bhbzeYGa8

“みんな友達プロジェクト”      
(日本語)

https://youtu.be/U5_V449pLv8
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About Social-Japan and GloCha/IAAI our global partner

GloCha/IAAI グローバルパートナー #ACTION NOW

GloCha(Miroslav Polzer事務局長）は、個人、機関、国連機関が協力して 地球
規模の課題に取り組むことを目的に501c3として設立されたマルチス テークホル
ダー・パートナーシップである。GloChaは若者と社会起業家 と地域社会が安全な
気候と公正な社会のために協力する機会を創設してい る。またGloChaは、アプリ
やブロックチェーンなどのテクノロジーを活 用し、SDGsを支援するためのイベント
やカンファレンスも開催している。 GloChaは文化、技術、組織のイノベーションを
3本の柱としており、姉妹 団体であるIAAI（International Association for the
Advancement of  Innovative Approaches to Global Challenges）と共に、
国連認定NGO  パートナー（ECOSOC、UNFCCC）として地球規模の課題解決に
向けた改 善策を醸成している。
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Social-Japan
Music for SDGs Projectの活動は、社会貢献活動を支援する一般社団法人Social-Japanの協力の 下、企画
・運営されている。Social-Japanでは門田 頼枚（プロデューサー/演出家）のイニシャチ ブの下、Music
for SDGsに関するプロジェクトチームが結成されており、企画・広報・運営のサ ポート、SDGsを推進する
大型イベントのプロデュース、当プロジェクトの活動が究極的な目標と 合致しているかどうかのモニター
等の協力を行う。https://social-japan.watch/

https://social-japan.watch/
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Gloria Starr Kins

(編集長兼発行人, ソサエティ・アンド・ディプ
ロマティック・レビュー)

グロリアは、国連公認の出版物であるソサエ
ティ・アンド・ディプロマティック・ レビュー
(SDR)の編集長兼発行者であり、大使、国連事務
局、領事部のディレクトリとしての役割を果たして
いる。SDRは外交イベントをカバーし、国連をカ バ
ーするプレミア・ジャーナルである。

グロリアは、アイリッシュ・コネクションズ誌とア
イリッシュ・エグザミナー紙の社会・外交担当編集
者を長年務めてきた。以前は、ワイアット・クー
パーと一緒に『ステータス・ディプロマット』の編
集者として働き、カーティス出版のニューヨーク事
務所を率いて『サット・イブニング・ポスト』、
『ホリデイ』、『ステータス』の編集を担当。

国連特派員のベテランであり、多くの新聞社の社
会・外交担当編集者を務め。ユダヤポスト紙の特派
員でもある。

彼女は WOR ラジオ・アンド・テレビジョン の代
表として国連業務の責任者を務め、NBC の “Open  
Mind" のアソシエイト・プロデューサーを務めた。

グロリアは、持続可能な開発のためのグローバル・
アクション・センター（CGASD）の副会長であ
り、ユニセフのマンハッタン支部、ヨーロッパ・イ
スラム評議会、ロンドンのイスラム防衛連盟の創設
メンバーでもある。またOCCAM 禱情報貧困世界会
議の理事会の政府連絡員、オクラホマ大学の連絡
員、諸団体や商工会議所の連絡員を務めている。
最近では、チャドを拠点とする財団フェザー・文
化・開発協会の北米駐在員事務所長にも就任。

また、アクアポニックスと水耕栽培を利用して世界の食料と水の不安を
解決する会社であるThe Green Earth Enterprises, LLCのアドバイ
ザーを務めるほか、IAAI GloChaのボードオブアドバイザーとしても活
躍している。またホープ財団だけでなくハルテエボラ財団もグロリアを
取締役会のメンバーに選出。最近では、ECOSOC認定の国連基金であ
るワールド・ピースエバーTVの共同理事長に就任している。またブロ
ック チェーン技術を開発するAi-Blockchain社の副社長も務めている。

About our Ambassador and Government Liaison Protocol
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■ 9:00 pm 歌姫合唱団 響姫Hibiki ※自然×世界平和

■ 6:30 am 彩＆のの

■ 5:30 am Ayako ※Jazz for hope. love & world peace

■ 6:00 am Kippei＆オーコ 『７th Avenue 夢叶う街』＆動画の上映

カリンバ＆タオライアー

■ 7:30 am Flower Harmony ※※愛と夢を拡げる活動とSDGs

■ 8:30 am 北東紗輝

■ 10:00 am FaiRy

■ 5:00 am Jazz4SDGs ※アニメ曲をジャズで

Grand Opening ～ ～ Grand Finale

■ 4:00 am Music for Climate Justice ※Global Initiatives の紹介

■ 4:30 am しほり ※Perfect Imperfection

国連75周年記念 Music Festival for SDGs 2020 スケジュール

(JST)
(JST)

(9/26)

■7:00 pm 開会式 by Music for SDGs Coalition
(Mack/Flower Harmony/Kippei)

■ 7:30 pm 東京夜市 ※ニンジャコンテスト

■ 8:00 pm 廣田純也＆衣・化・花 ※ファッションと化粧と生け花

■ 8:30 pm 春日希 ※環境に優しいエンターテイナー

(9/27)

(9/27)

■ 8:00 am Hiromi Jonishi Ndiritu ※アフリカのゴミ問題

※難病を勝ち抜いてエコビジネスを起業

■ 9:00 am 野間志保 ※音楽と書道のコラボ

■ 9:30 am 山下愛 ※日本と世界を音楽でつなげよう

※障がいのある子もない子も一緒にダンス

■ 10:30 am Africa子どもサミット&Social-Japan ※TE・WO・ARAO

■ 11:00 am 京小町踊り子隊＆ミスアースUSAエコ ※着物をみんなに

■ 11:30 am 閉会式 Music for SDGs Coalition

■ 9:30 pm ウーマンオーケストラ＆伊藤聖夏※女性活躍×教育

■ 10:00 pm 中澤利彦 ※dance × dream

■ 10:30 pm 日本酒女子 ※日本酒×音楽

■ 11:00 pm 谷口たかひさ ※地球を救う

■ 11:30 pm 日本イスラエルパレスチナ学生会議 ※平和を願って

■ 0:00 am なつみゆず ※三味線を世界に

■ 0:30 am Meghan Picerno ※女性活躍

■ 1:00 am 植田あゆみ＆Women of the World ※平和

■ 1:30 am 上坪可奈 ＆Yagull ※人生を変える音楽セラピーの力

■ 2:00 am Rino＆平和ピースバンド※平和、福祉、介護、人権

■ 2:30 am Gaudier Abadie (フランス) ＆Elizaveta  
Kozlova (ロシア) ※シャガール & 音楽 & SDGs

■ 3:00 am The Clermont Choir (南アフリカ）※音楽 & SDGs

■ 3:30 am 本会議 GloCha, アンバサダー、スポンサー等



東京夜市とのコラボレーション 11

アジア各国で有数の観光名所となっている「夜市、ナイトマーケットを基に、東京らしいおしゃ
れで洗練された日本初のナイトマーケット。飲食の屋台、生演奏やパフォーマンスを楽しめるス
テージ、個展や商品販売を行うブースなど、ジャンルに問わず幅広く展開。昨年9月、渋谷キャス
トガーデンスペースにて第一回目を開催。約5000人を動員。以降、渋谷キャスト、渋谷stream  
にて過去三回開催。第4回「東京夜市」は、渋谷の名店がtake outを販売する屋台を楽しみなが
ら、各国の伝統パフォーマンスや日本初の「ニンジャコンテスト」を開催し、その一部を世界に
向けてライブ配信する予定であったが、新型コロナの影響で延期し、3月末の桜の季節に開催予
定。Music for SDGsは、引き続き東京夜市とのコラボを予定しており、26日の国際配信では「ニ
ンジャコンテスト」の予選の模様をご紹介しつつ、今後の展望について語っていただく予定。

https://night-market-japan.com/

森川華子(運営・企画)

東京音楽大学声楽科卒業。「赤毛のアン」ダイアナ役、ミュージカル「ひめゆり」ルリ役など。在学中に1年間アメリカ、ニュー
ヨークにトビタテ留学JAPAN奨学生としてミュージカル留学。留学中、オーディションに合格しオフブロードウェイミュージカル
「Humanity's Child」でデビュー。他ソロコンサートや、イベントを定期的に企画、開催。BEAUTY JAPAN日本大会ベストアーティス
ト部門第二位(特別賞)。

Anna Melody Harada (MC)

アメリカ生まれ、神戸育ちの純関西人。高校卒業後単身渡米し、Spokane Falls Community Collegeを卒業。国際基督教大学に9月編入
し、同大学4年次在籍中。言語学、哲学、教育学の他、多くの学問に関心を持つ。 元Youth Theatre Japan特待生(2期生)として、NYの
カーネギーホールでの公演や、国内で英語によるミュージカルやイベント、MC経験を積む。現在は歌、ダンスの他、モデル、女
優、アーティストの分野で活動中。iri 4thアルバム「Sparkle」より「24-25」MVキャスト。

東京都助成金活用事業である東京夜市とのコラボが決定。

東京夜市(TOKYO YOICHI) （主催NIGHT MARKET JAPAN)

https://night-market-japan.com/?fbclid=IwAR0hng3WKe5S4prqlNMu1oHYpAV3gAX0XNOH3bq18_9FxxV2skTpCNWLwdQ


Music for SDGs参加アーティスト

アートを通じて日本文化を伝える。コロナ時代でも笑顔を伝えたい☺

フェイスシールドでお洒落にきっちりガード💛

衣・化・花（IKEBANA） (衣装・化粧・生け花アーティスト)

日本独特の文化「わび・さび」の解釈を、衣装・化粧・生け花を使
い、現代の視点で再構築に挑むアーティスト集団「衣・化・花
（IKEBANA）」です。伝統文化や表現が時代の変化を乗り越えて現
代に生きる人々を魅了するように、わたしたちは、コロナ感染対策を
要する現在を「文化と表現に飛躍が求められる時」と捉えて、新たな
表現の可能性を探っています。昨年は何回も作品を撮影して、年末に
は集大成としてSHIBUYA TSUTAYAなど二箇所での大きな展示会も

開催しました。従来の制作では濃厚,接触となりがちなヘアメイクや
衣 装スタイリングですが、今回の映像制作では三密を避けながら、
コロ ナによってもたらされた新しい表現の形を実演致します。

廣田純也 (ヘアスタイリスト)

株式会社Heartsを設立、サロンワー
ク、ヘアメイクに加え、高齢者施設
での訪問美容、児童養護施設での子
どもや障がいがある方達など幅広い
方々に美容を届け、笑顔に輝き照ら
す事を目指している。湘南バリアフ
リーフェスティバルを主催、学校公
演等も行う。

新型コロナ流行を受け、安心して美
容サービスを受けられるよう、衛生
的で装着しやすいお洒落なフェイス
シールドを開発。
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春日希 (歌手/ミュージカル女優/翻訳通訳/ＭＣ)

トビタテ！留学JAPAN5期生としてPace Universityへ留学
し、本場のミュージカルを研究。ミュージカル・オーディショ
ン・ショーSMASH CABARETで3回優勝。現在は公式MCを
務める。「Be Hope, Be Mare!」をモットーに、パフォー
マーのみならず、翻訳、通訳、MC等、幅広く活動中。2018年
オフ・ブロードウェイデビュー、レ・ミゼラブル のど自慢大
会で優勝。2019年ジーザス・クライスト＝スーパースター in  
concertに出演、世界中のトップ俳優と共演。

地球に優しいエンターテイナー🌎ゴミを減らして青い海(Mare)を守ろう。

地球に優しいエンターテイナーとして環境保護活動に励み、「より優しい世界の
構築」を目指す。YouTubeやInstagramでエコなライフスタイルを発信。

2019年から、ロスフラワー(廃棄される花)を救うフラワーサイクリストアンバ
サダーとしての活動を始める。http://lossflower.com

26日は、環境保護への想いや活動について語るとともに、上浪瑳耶香（ピアニスト)  

の伴奏で歌う予定。

Music for SDGs参加アーティスト 13

https://maaare514.wixsite.com

http://lossflower.com/
https://maaare514.wixsite.com/


歌姫合唱団 響姫-hibiki- (歌手グループ)

シンガーソングライター、ジャズシンガー、ポップスシンガー、女優等、様々なバックグ
ランドをもつ七人七色のアーティストが結晶化した歌姫たちのハーモニーは多様性に富む
新しい世界を象徴しているかのよう。26日は、響姫-hibiki-のメンバーがダイバーシティ、
自然や世界平和などをテーマにした歌を、世界に発信する予定。

個性豊かな歌姫たちが、ダイバーシティ、自然や平和などをテーマに歌う。

めぐみのおと（Meguminote）
（いのちのうたいて・シンガーソングライター
）

芦木ヒロカ（シンガー）

響姫–hibiki-

岩見理奈（Gemini）
（女優/歌手）

信州から配信 東京から配信

星園祐子（作曲家/歌手/ピアニスト）
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ウーマンオーケストラ

阿部志織が設立した全て女性による女性
オーケストラ。女性のエンパワーメントを
コンセプトに、革新的でオーダーメイドで
気軽に参加できる演奏を目指している。
参加アーティストの結婚・出産後のキャリ
アを保障している。

音楽を通じた女性のエンパワーメントと教育の推進。

伊藤聖夏 (歌手/ミュージカル女優)

ミュージカル女優、歌手として日米両国で
活躍。レポーターとしてテレビにも出演。
日本とアジア各国において、音楽を通じて
SDGsをはじめとする子どもたちの教育を
実施している。

阿部志織（ヴァイオリニスト）、渡邊美佳（ピアニス
ト）、伊藤聖夏（ミュージカル女優／歌手）、大久保
亮（講師）は、2019年にウィーンで開催されたEfma  
保険サミット、バリ島で開催されたASEAN保険会
議、東京で開催された慶応義塾大学の講義にお
いてSDGsに関するミュージカルプレゼンテーショ
ンを行いました。
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被災地の酒蔵を歌で応援。健康や美容にもいい日本酒の魅力を女性にアピール。

日本酒女子 (シンガーグループ)

メンバー３名氏家エイミー（シンガーソン
グライター/唎酒師）神谷知佳（女優/声優/  
唎酒師）豊住ひと美（シンガーソングライ
ター/薬剤師）が日本酒を軸とした音楽活動
を行う。リリース楽曲は全国各地の酒造と
コラボし、酒造や商品のPRを行っている。

東日本大震災の被害にあった東北などの日本酒を歌で応援。健康にも美容
にもいい日本酒の魅力をアピール！ビギナーや女性にも飲みやすい日本酒
『こころゆるりん』を酒蔵とのコラボで開発。

Music for SDGs参加アーティスト 16

『日本酒を飲もうよ』
宮城 一ノ蔵すず音シリーズ

『春うらら』
青森 陸奥八仙URARA

『こころゆるりん』
福島笹正宗酒造 こころゆるりん

こころゆるりんリリースパーティ



谷口たかひさ (IT起業家/環境活動家)

。環境と平和を語る。子供たちの未来を守るために行動する起業家
垣根を超えた友情をはぐくむ学生たち。

大阪府出身。大学はITを専攻し、イギリスへ留学。大学在
学中にインターネットビジネスで起業。現在はグローバル
IT企業の役員（COO）を務めながら、社会課題解決を志
し、ドイツへ移住／起業。環境関連貿易事業、「時間と共
に価値が減るお金」の発行に取り組みながら、気候危機阻
止の為の活動（情報発信／集会／講演など）を実施。

日本イスラエルパレスチナ学生会議
出演者：伊藤りん、井口莉奈

日本・イスラエル・パレスチナ学生会議は、2003年に設立して
以来、日本とイスラエル・パレスチナの学生間の交流等を促進す
るため活動している。主要な活動としては、毎年8月に、イスラ
エル・パレスチナの学生を日本に招聘し、2週間の共同生活を送
る合同学生会議を開催している（今年度はCOVID-19の影響によ
り来年へ延期）。日常では繋がりを持ったり、お互いに紛争につ
いて話をする場の少ないイスラエル・パレスチナの学生に対話の
機会を提供することを目的としており、ディスカッションや広島
での平和学習、レクリエーション等を行う。

その他、日本社会において、
イスラエル・パレスチナの問
題について、より関心を持っ
てもらえるよう勉強会やセミ
ナーを実施しており、今年度
も8月にオンラインでの勉強
会を行い、多数が参加した。
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音楽やアートを通じて日本文化を伝える。

なつみゆず (三味線)

歌手、作家、作曲家として活躍するゆず
は、三味線で日本の伝統文化の美しさと
洗練さを、現代的音楽と伝統的な音楽を
通じて世界に発信する。アメリカ、アジ
ア、タイ、フィリピン、カンボジアと世
界中を飛び回っており、2019年には、パ
リのジャパンエキスポに初出演。 ことを証明します。

京小町踊り子隊 (ダンサーグループ) &ニコレット・
テンプリエ (ミス・アースUSAエコ2019、歌手/モデル)

京小町踊り子隊は、着物を普及させ、若者の活性化と
ともにまちづくりを支援するダンサー集団です。
ショーにおいては、ハンディキャップのある人も含

め、誰もが着物を着られるように工夫された3部式の
リサイクル可能な美しい着物を着て踊り、動きやすい

,

9月26日のイベ
ントにミス・
アースUSAエコ
2019のニコレッ
ト・テンプリエ
さんが着物で参
加してくれます
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(写真 『オペラ座の怪人』より マット・マーフィー撮影)

現役で『オペラ座の怪人』のクリスティーヌ・ダーエを演じている
ブロードウェイのトップスターが女性のエンパワーメントについて語る。

Meghan Picerno (コロラトゥーラソプラノ/オペラ歌手/ミュージカル女優)

メーガン・ピチェルノは現在、ブロードウェイの『オペラ座の怪人』のアイコ
ン的存在であるクリスティーヌ・ダーエ役を演じており、オペラ、演劇、コン
サートなど世界中の舞台で、その刺激的で観客を魅了する演技で常に高い評価
を得ている。『オペラ座の怪人』のワールドツアーや『ラブ・ネバー・ダイ
ズ』の全米プレミア/ナショナルツアーでのクリスティーヌ役で観客を楽しませ
た後、ファンに愛されているピチェルノは、この秋、ブロードウェイで最も長
く上演されている作品『オペラ座の怪人』でクリスティーヌ・ダーエ役で待望
のブロードウェイデビューを果たし、2019年トップ・ブロードウェイ・リプ
レイスメントの1人に選ばれ、ブロードウェイ・リプレイスメント・オブ・ザ・
ディケイド（ブロードウェイ・ワールド）にもノミネートされた。

メーガンの非の打ち所のない描写とクリスティーヌ・ダーエ役のヴォーカルパ
フォーマンスが評価され、アンドリュー・ロイド・ウェバーからの特別招待を
受け、2018年にはITVテレビ放送で放送されたクラシックBRITアワードのパ
フォーマンスで彼の全作品を代表し、70歳の誕生日を記念したライブ・アッ
ト・チェルシー・コンサートシリーズにゲスト出演している。

フォローはこちら: IG@meghanpicerno, FB@meghanpicernocoloratura,
www.meghanpicerno.com
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音楽を通じて心をサポート 希望と愛と世界平和のために歌う。

植田あゆみ (歌手/サウンドヒーラー) & Women of  

the World (ヴォーカルアンサンブル)

植田あゆみは、世界中のボーカリストとWings to Fly  
を一緒に歌う音楽プロジェクト100 Voices, 1 Heart  
を成功させた。

また、ボストンを拠点に数々の賞を受賞している国際
的なヴォーカルアンサンブルWomen of the World
の創設者でもある。

Music for SDGs参加アーティスト

Ayako (ジャズシンガー)

キュートながらもアンニュイな深めの歌声が魅力。
性別や年齢を問わず、 聴くものを惹きつけるJazz  
Vocalist。モデル・ミュージカル・NHKメディア等
で活動し一度引退するも、モデル・MC・ダンス等で
ステージへ復帰し、2019年にAyako First Album A  
でVocalデビュー。ミュージシャンと共に本格的な実
力派でありながらも 初めてJazz Standardに触れる
方にも楽しめるようなライブを全国に展開中。
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Yagull ＆上坪可奈 (ピアニスト/音楽療法士)

Yagullは、ニューヨークを拠点に活動する上坪可奈
（グランドピアノ）とサーシャ・マルコヴィッチ
（アコースティックギター）による世界的に知られる
アコースティックデュオである。

可奈は音楽療法士の資格を持ち、ニューヨークに音楽
学校Hug Musicを開校し、特別なニーズを持つ生徒を
含む200人以上の生徒にサービスを提供している。

Yagullは、2020年5月14日に開催されたUN2020/
Together First主催のUN75 People‘s Forum、
9月16日に開催されたUN75 Global Governance
Forumにおいて、オリジナル曲の101を披露した。

音楽療法には人生を変える力がある。音楽教育を通じ、特別なニーズ
を持つ子どもたち（自閉症スペクトラムの子どもたちなど）を支援。
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平和ピースバンド
和顔愛語(*)を合言葉に人を幸せな気持ちにさせることができたらと集まり、2018年より活動を開始。2019年には沖縄の
慰霊の日、広島・長崎など平和に関するイベントを開催する際、それぞれのイベントに合う曲を選曲し演奏する。
（*) 和顔愛語とは、和やかな笑顔と、優しい温かい言葉で相手に接すること。

和顔愛語で幸せをもたらす音楽。平和、福祉、介護、人権を語る。

日本で生まれ、ユナイテッ

ジオにて演劇を、北海道民
謡連盟最高師範である久保
田隆州氏のもとで民謡を習
う。アメリカ国内で三線を
弾きながら歌手としての活
動を続けている。スリーマ
イル・広島・長崎・沖縄・
9.11などの慰霊式にて、こ
れからの平和を思い歌う。
また、少しでも音楽の楽し
みが届けられたらと福祉・
介護施設にて三線で弾き語
りをしている。

Rino Aise
（三線/ボーカル） ド・パフォーマーズ・スタ

中西純河野洋
（ギタリスト）

ソニー落合
（三線）

1992年にNYへ移住。ロックバン
ド、The Spectres、Remember  
Aliceに参加後、Lars Frandsen氏
にクラシックギターを師事する。
2003年、インディレーベル、Mar  
Creation Recordsを立ち上げ、近
年は音楽プロデューサーとして活
動しながら、ギタリストとして ア
ーティストのサポートも行う。

中垣顕實
（ベース）

琉球古典音楽野村流保存会師
範。2010年、沖縄タイムズ芸能
選奨三線部門「最高賞」受賞。
現在は、沖縄県知事任命の「ウ
チナー民間大使」として、
ニューヨークで開催されるイベ
ント、フェスティバルなどへの
出演を通し、精力的に沖縄の伝
統文化の紹介に努めている。

1978年、パンクバンド『MAD』に

（バーカッション） 参加。1986年に多国籍バンド『七
福神』のデビューアルバム制作に
関わる。2012年、NYで音楽・イ
ベ ン ト 制 作 会 社 、 Noon Tan  
Music, Inc.を設立、ブロードウェ
イ・ミュージカル『Trip of Love』
（2015年）などをプロデュース。
介護施設慰問イベントも行う。

ビートルズ、特にポール・マッ
カートニーの弾くベースに魅了さ
れ、ベースを始める。高校、大学
の時はバンドのメンバーとして活
動。ニューヨーク平和ファンデー
ションを創立し、世の中に平和と
笑顔を広めるため様々な活動をし
ている。ベースの演奏、作詞はそ
の活動の一つで長年の僧侶ならで
はの独特な味がある。
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マルク・シャガールが残した詩を音楽で表現
『Seul est Mien (私の魂の中の国は私だけのもの)』

Gautier Abadie (作曲家) Elizaveta Kozlova (オペラ歌手/ソプラノ)

フランスの作曲家ゴーティエ・アバ ロシア生まれのソプラノ、エリザヴェータ・コズロ
ディーは、映画のスコアリングで幅 ヴァは、ウラジーミル・スピヴァコフ青年基金のメ
広い経験を有する。高い評価を得て ンバーとしてモスクワ国際音楽院にソリストとして
いるノーム・カニエルのアシスタン 出演している。リンカーン・センターでは、ニュー
トコンポーザーでもあり、Netflixの ヨーク・リリック・オペラの「フィガロの野望」の
パワーレンジャー、シティーズ オブ スザンナ役でデビュー。その他、マンハッタン歌劇
ゴールド、ミラクル レディ バグ等の 場のパミーナ(Die Zauberflöte)、ベルリン歌劇場の
番組で活躍している。ゴーティエは アモーレ(L'incoronazione di Poppea)などに出演し
またザバン・エンターテイメントや ている。エリザヴェータはロシア国立コンクール
ZAGアニメーションズでの勤務経験 「音楽、才能、発見」で第1位を受賞。2020年マリ
もある。現在、バーモント芸術大学 ン・アルソップ・アントレプレナーシップ賞を受賞
で修士号を取得し、リック・ベイ したシャガール・プロジェクトの創設者でもある。
ツ、ジョナサン・ベイリー＝ホラン エリザベータ・コズロヴァは、マンズ・スクール・
ド、ジョン・フィッツ＝ロジャース オブ・ミュージックで修士号を取得し、ルース・
の各氏に師事している。 ファルコンのもとで学んでいる。
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未来の大地アフリカの持続可能な開発を促進するために歌う
南アフリカ・ダーバン市の美しい合唱団

Clermont Choir Foundation（南アフリカ）とのコラボレーション 24

28 年の歴史を持つアンサンブルであるクレルモント合唱団は、
最高責任者であるワイズマン・ムキゼの指導の下、ある種の家族
のような存在となっている。この家族は、多くの人々が築き上げ
てきた基盤であり、規律、コミットメント、自分自身と隣人への
敬意、仕事への情熱、社会への貢献意識などの不可欠な価値観を
植え付けている。

クレルモント合唱団は、28年に及ぶ豊富な合唱活動の経験を持
つ南アフリカで最も古く、現存する合唱団の一つである。この合
唱団の功績は、国内および国際的な賞賛を受けていることを物
語っている。2009年以来、クレルモント合唱団は、南アフリカ
のオールド・ミューチュアル・ナショナル・クワイア・フェス
ティバルで無敗のチャンピオンとなっている。

The Clermont Choir（クレルモント合唱団）

クレルモント合唱団は、女性のエンパワーメントをはじめと
する環境問題や社会問題への意識を高めるために、さまざま
な音楽イベントに取り組んできた。

これは音楽が持続可能な開発と社会貢献を促進するための強
力なツールであることを示すもう一つの証左といえよう。

私たちのプログラムでは、合唱団のアフリカと地球の未来へ
のコミットメント、情熱、そして愛を、音楽の演奏とメッ
セージを通して感じ取ることができるであろう。



Collaboration with Music for Climate Justice 25

Music for Climate Justice (M4CJ)とのコラボが決定。
世界中のアーティストを集め、地球と人々を救うために活動。

Music for Climate Justice

2021年のアースデイには、意欲的な音楽イベントが
開催される。世界中のAリストアーティストが地球と
人々を救うための重大なメッセージを込めた楽曲を演
奏し、先住民族のアーティストが光の中に足を踏み入
れて世界とアートを共有する、世界で最も象徴的な会
場から24時間のライブコンサートが計画されている。

Music for SDGsは、音楽、アート、エンターテイメン
トを通じて持続可能な未来を促進するという共通の目
標を持つM4CJのこの取り組みを支援しており、9月26 
日には、M4CJの活動の最新情報について聞く予定。



しほり (ポップシンガーソングライター/ピアニスト/作曲家)

ニューヨークを拠点に活躍する著名なシン
ガーであり、映画、ゲーム、テレビCM、
TVアニメなどで作曲や歌唱を行っている。

彼女は左耳は生まれつきの難聴であるが、
右耳は完璧な音程で、心が震えるような声
を持つ。持続可能な音楽キャリアを推進す
る活動も行っている。

Perfect Imperfection (ニューシングル)

https://youtu.be/w1FBd45HfJw

ハンディキャップを個性と捉え、多様性を前向きに評価する社会へ。
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アニメとジャズとSDGｓを組み合わせたコンサート。

JAZZ4SDGs (ジャズミュージシャン)

ジャズミュージシャンがSDGsのトピックにつながるアニメ映画の音楽をJazzでカバー。

彩は、NYを拠点に活動するジャズを得
意とするボーカリスト、作曲家。2017  
年、The City College of New Yorkを
Kaye奨学生優等学位 マグナ・カム・ラ
ウードで卒業。2018年のデビューアル
バム『Day by Day』は、グラミー賞受
賞サックス奏者ウェイン・エスコフェ
リーのプロデュース。

石田彩
（歌手/作曲家）

岡本奈岐
（サックス）

世界的に活躍するジャズギタリストで
あり作曲家でもある彼は、
AllAboutJazz誌で「日本が生み出した
最高のジャズギタリスト」と称賛され
るほどの評価を得ている。また、
2019年USAソングライティング・コ
ンペティションでは、インストゥルメ
ンタル部門で第1位を獲得している。

高免信喜
（ギタリスト/作曲家）

ジャズや即興演奏を学ぶ神戸甲陽音楽院を卒
業後、プロミュージシャンとして多くのバン
ドをサポートしながら音楽活動を展開。
2010年、奨学金を得てバークリー音楽大学
に入学し、グラミー賞受賞歴のあるサックス
奏者フレッド氏に学ぶ。卒業後、自身のリー
ダーグループを結成、ボストンやニューヨー
クでの演奏活動を行っている。

Mack(大久保亮）国際派ビジネスマンとして活躍すると同
（歌手/ダンス/コメディ）時に、エンターテイナーとして人気を博

す。ジャンルは歌、コメディ、ダンスと幅
広い。主なエンタメ活動は、熊本復興 支
援チャリティやカーネギーホールでの モ
ノマネ、NYアニメディナーショー、八
戸七夕コンサート、Japan Fes Bon Bon  
ダンサー、オフブロードウェイジャズア ニメ
コンサート等。
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Kippei (シンガーソングライター/音楽プロデューサー)

& オーコ (作詞家)

夢は叶う。想い、時を超えて。地球の鼓動を感じるコンサート。

彩 (カリンバ奏者/女優/歌手) & のの (タイライアー奏者)

テレビドラマやミュージカルの女優として活動する傍
シンガーソングライターKippeiと作詞家オーコの ら、カリンバ奏者・歌手としても活躍中の彩と、自然溢

同窓生コンビがタッグ。夢と想いを繋ぐ歌のバトン。 れる青森にライアー職人の夫とともに「楽器工房じゆう
じん」を開き、タオライアー、タノシンバル、サウンド
チャイムなど音の響きや振動で人や自然を癒す楽器を製
作しているタオライアー奏者ののがタッグを組み、観客
を自然の一部になって地球の音を聞いているような気分
にさせる『地球の鼓動を感じるコンサート』を企画中。
アニメ音楽の演奏と歌、SDGsに関するトークも予定。

見た目には想像できない詩を
手掛け、思いのまま届ける。
自然や生命、時を感じさせる
詩は読む人に大切な気づきや
想いを届ける。最近では動画
という形に変え、見る人の想
像を膨らませている。

音楽活動を通して地域
活性化や文化を支え、
「楽しむ」をモットー
に参加型Liveを提供す
る鹿嶋在住のシンガー
ソングライター/音楽プ
ロデューサー。

Kippei オーコ（大古場靖典）
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追い風書道家、音楽に合わせて即興でパフォーマンス。
踊るように生きる。夢の伝道者、世界最高峰NYで活躍するプロダンサー。

野間志保 (書道家)

2015年5月よりふたば書道会武田双鳳先
生に師事。書を通じて自分と向き合う
場、個性を生かす場、人とのふれあいの
場を作るため活動。ロゴやタイトル文字
など作品の制作、音楽等に合わせた書道
パフォーマンス実演などを行う。特技は
筆文字扇子で追い風を吹かせること。
https://nomashiho.com/

中澤利彦 (ダンサー、ドリームメーカー)  サ

ラリーマンから一転、エンターテイ
メントの最高峰ニューヨークで夢を叶
えたニューヨーク在住プロダンサー。

ソロでアポロシアター、アマチュアナ
イトで優勝。全米人気ダンスコンペテ
ィション番組”So You Think You  
Can Dance”でダンスの模様が放映。
1万5000人中の競技者の中から
TOP100まで選ばれる。マルチメディ
ア観光バスTHE RIDEの日本人唯一の
ストリートパフォーマー、ニューヨー
クにとどまらず、世界で活動中。

学校での子供たちの教育をはじめ、日
本全国の各地で講演活動を行う。
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Hiromi Jonishi Ndiritu (環境活動家)

アフリカでゴミ削減に尽力する日本人活動家。
難病に打ち勝ち、エコビジネスを起業した高校生。

主な活動
・ケニアのエンブ県市街地でのゴミ回収

ロバとリアカー、ストリートボーイを雇ってゴミを回収
・リサイクルゴミの分別回収

エコバッグの普及活動をしながら、
リサイクル可能なプラスチックゴミなどを回収

・環境教育冊子
授業で使える、環境教育冊子(マンガ形式)を製作

・アフリカの鮮やかな布でエコバッグや雑貨などを製作
日本等で販売し、活動資金の一部にしている。

北東紗輝 (環境活動家)

3歳の時に脳腫瘍、9歳の時に急性骨髄性白血病を経験。
現在は元気になり、ボランティアなど行っている。

高校生ながらエコビジネスを起業。エコバック等を制
作、販売している。高校の校長の真田明子先生も招き、
対談を行う予定。
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Diversity and Inclusion 一緒に踊ろう “誰も置き去りにしない”

FaiRy (キッズダンサーグループ)

吉川莉奈（ダンサー、MC、 振
付師）が率いる障がいの あ
る子もない子も一緒に踊 る
ダンスチーム。

障がいのある人とない人が、共にダンス・歌・
トークで一つの作品を作り、色々な地域イベン
トに出演し、笑顔と元気を届ける。

エンターテイメントを通して、「障がいの壁」
を超え、健常児者と障がい児者が共に生きる
《共生》できる事を伝えている。
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Africa 子供サミット2020

日本の子ども達が、未だ会った事のないアフリカ諸国の子ども達
とインターネットで繋がり、相互の文化について会話し、お互い
の感性で交流し合う。その体験が今後のアフリカ諸国と日本との
関わりに大いに影響を持つことになると信じて。

日本とアフリカの子供たちがSDGsを共に学び、「未来の日本」
「未来のアフリカ」に向けての第一歩を踏みだす機会。

「TE・WO・ARAO（手をあらおう）」
(Africa 子供サミット2020 テーマソング 歌IYCO）

アフリカと日本の子ども達が一緒になって生ま
れた曲「TE・WO・ARAO（手をあらおう）」
は、世界で多くの子ども達が、病気で苦しんで
亡くなるのを減らしたい思いを込めて、イベン
トテーマ曲として誕生しました。

Africa子供サミットとのコラボレーション

4年後の大阪万博の会場での「Africa子どもサ
ミット2025」をまずはひとつのゴールとし て
、毎年、中継先のアフリカ諸国を増やしつつ
「Africa子どもサミット」を開催して参りま
す。是非ご協力をお願いいたします。

AFRICA 4.0 FOUNDATION
代表理事 門田頼枚

それは子ども達が、SDGs を学び、未来のアフリカをテーマに語
り合う為の情報を知ること、アフリカ諸国に興味を持つこと、そ
のような体験自体が国際サミットに参加することの始まりとなる
ことを願って。

公式ホームページ：https://africa-kids-summit.org
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For more details, visit

mackglobe.com
or MusicForSDGs.com

or email Makoto Okubo  
(mackglobe@gmail.com or
MusicForSDGs@gmail.com )

SDGs Collaboration Contest  

& Seminar @ Rough Labo

国連７５周年記念 Music Festival for SDGs 2020

主催 Music for SDGs Coalition および Glocha

日本、欧州およびニューヨークからオンライン配信 2020年９月26日 午後7時～27日 午後12時（日本時間）

誰も取り残さない！のキャッチフレーズのもと、エンターテイメントと教育を
融合した音楽イベントを通し、よりわかりやすくより多くの人が楽しみながら
SDGsへの理解を深める機会を提供する

Music for SDGs Project

With support of   Partner with
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