馬頭琴奏者 リボーは 1995年 より活動の拠点を中国から
日本へ移 し 既に ]0年 が過ぎました.活 動のきっかけは
内モンつ レ馬頭琴の民話「スー本の白い馬Jが 日本の国
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リボーは現在中国 日本 アメリカを行き来しながらその
活動を続けています.心 の中ではいつも世界の子どもたち
の幸せを願 って 子どもたちにF.頭 琴の演奏と共に語 りか
けています.心 には美しい音楽があれば悲しみを追い出す
ことができると信じています。日本の子どもたちのことを考
えた時 何故子どもたちはこんなに生きにくい世界に身を
おいているのだろうか.「 ストレスを溜め込まないて 相手
を思いやる′
いと はほえみを忘れずに生きていきましょう.
と履うようになったのです.
そんな折 NPO法 人 HELP FOR YOUT目 理事の羽谷
久美子さんとモンゴル人アーティストたちとの出会いがあり
ました.羽 谷さんは 学校へ行けない子どもたちや 特別
に特徴を持った子どもたち 外には出ることもできない多く
の大人や子どもたちを 救 い出してきました.子 どもたちの
苦 しみや戸惑いを受け止めて 35年 以上もの間 学習支
援や生活の支援をしてきたのです 出会った子どもたちべ
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と人間の愛情の物語です.ス ーホの白い馬が 命に代えて
残 してくれた楽器 馬頭芦の弦は二本で ばらばらな弦の
東が響きあって美しい音色を奏てています.
また多くの日本人による支援で 愛地球博のフアイナル
コンサー トのソリストとして出演することができました。そ
の後 アメリカワシントン大学の客員教授に赴任するなど
世界にその活動の拠点を広げて参りました.多 くの日本人
と触れ合う中で 日本人の文化の高さや 心の深さを知る
ことができたリボーは 幅 頭琴を世界に広げたいJと いう
夢を実現させていったのです
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の想いを 詩に表し 本を出版してきました.
この度モンコ レ人アーティストとの出会いにより 子ども
たちに対する深い愛を モンゴル音楽に載せて 表現する
舞台を作 リ メッセージを伝えたいと思ったのです.羽 谷
さんの言に モンゴル人アーティストが 4山 して当日発表
致 します.物 静かで おおらかな馬頭琴の調べと モンゴ
ルの歌声で 優 しい時間を過こして頂きたいと思い コン
サー トを企画 計画 いたしました。子どもたちも 大人も
一つにつながって ほほえみを交わしましよう.
羽谷久美子作詞 馬 B琴 奏者リボー件由 そして テノー
ル歌手ポウジンソンが歌う「ほほえみをあなたにJは どの
ような由に仕上がるでしょうか.
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●――チケットのお求めは下記まで
羽谷義彗 090‑3449‑6054
有 限会社モリンホール企画 :052‑799‑4570
瀬戸市文化センター

:0561‑34■ 311
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