
第 1 回 
One Drop Land 
Festival in 衣笠

Let‘s imagine and create a world full of love

Living with Inner God - A Spiritual Revival Movement

「真時代の地球、明日を見つめて」

11 月 15 日 ( 日 )



オンラインコミュニティ One Drop Land「鎮守の杜衣笠 Project」がオンラインコミュニティ One Drop Land「鎮守の杜衣笠 Project」が

スタートしました！スタートしました！

「真時代の地球、明日を見つめて」をテーマに、「真時代の地球、明日を見つめて」をテーマに、

横須賀 衣笠から講演や音楽を通して私たちが今できることを考えます。横須賀 衣笠から講演や音楽を通して私たちが今できることを考えます。

講　演

「意識と健康について」
山田 靖子さん (One Drop Land 衣笠 代表 )

「私はなぜイスキアの精神を引き継いだのか」

山崎 直さん

「私は、ここにいます」
康 晶仁さん (One Drop Land 衣笠 代表世話人 )

One Drop Land 衣笠メンバー紹介

「真時代の地球、明日を見つめて」

清水 浦安さん

(One Drop Project 発起人

Alpha Omega生命科学総合研究所 所長)

ワンドロップ聖歌隊　　『生命交響曲　霊魂の歓びの歌』 より第４楽章
「誰もが人間としての尊厳を持ち、 本当の自分を信じ、 活かし、 喜びをもって暮らせる社会の実現と他者への思いやりと心

に平安平和を持つことが出来る社会の実現を目指す」 というワンドロップ ・ プロジェクトの主旨のもと、 2014 年東京で宮川昭

夫作曲 「生命交響曲 霊魂の歓びの歌」 第 4 楽章を歌うために結成されました。 2017 年 12 月 24 日のさいたま市文化

センター大ホールで行われた 『生命交響曲　霊魂の歓びの歌』 初演で、 今生きているいのちの喜びを胸に抱いて、 自ら

のワンドロップに心を合わせて声高らかに歌いました。 2020 年 10 月現在、 東京、 名古屋、 大阪、 岡山、 広島、 鹿児島、

札幌、 沖縄、 福井、 海外においては New York、 Honolulu、 Istanbul と広がっています。 隊員は、 歌うことを通じて、 いの

ちの尊さとこの地球に生かされている感謝の想いを胸に、 “ワンドロップが一人一人の霊魂の中心に宿っていることを忘れてし

まった世界中の仲間” や “愛の地球、 平和な地球を創るためにこの地球に来たスターシードたち” に呼びかけています。

スペシャル・ゲスト

黒田 月水 ( 土佐琵琶 )　　「五六七の夜明け　一二三神示」 他
流政之より琵琶を勧められ中谷襄水に師事。 演奏家として活動開始。 繊細な琵琶の音色と豊かな声量、 表現力で天賦の才能を発揮し全国一水会琵琶

楽コンクール優勝。 全国琵琶楽コンクール第二位入賞など数々の賞を受賞。 土佐琵琶を創始し、 古典は元よりジャス、 フラメンコ、 ベリーダンス等各分野

との積極的に活動。 NHKFM ラジオ 「邦楽のひととき」 へ定期出演し、 テレビ高知では 「特別番組 ・ 土佐琵琶物語」 も放送される。 宇崎竜童、 阿木陽

子の作品による芸術祭優秀賞受賞作品 「フラメンコ曽根崎心中」 に出演。 2008 年スペインへレス公演。 12 年パリ ・ アクリマタシオン公園にて 7 回公演

にて好評を博す。 19 年 7 月ウズベキスタン音楽フェスティバルに国賓として日本チームに参加し第 2 位に入賞。 東大寺、 伊勢神宮、 高野山などでの依

頼奉納演奏の他、 国内に留まらず、 外務省派遣により中国上海北京にて演奏するなどフランス、 スペイン、 オーストラリア、 アメリカで幅広く活躍中。

11 月 15 日 ( 日 )　開場 12:30　開演 13:00 (16:00 終演予定 )

・オンライン参加 ２,000 円／ One Drop Land メンバー 1,500 円
　後日配信 ( １週間視聴可能 )

・一般 ３,000 円／ One Drop Land メンバー 2,500 円

横須賀市はまゆう会館　ホール
神奈川県横須賀市衣笠栄町 1-47　　ＪＲ横須賀線 「衣笠駅」 下車　徒歩５分

●京浜急行線： 「横須賀中央駅」東口下車

　○京浜急行バス 聖徳寺経由衣笠駅行き 乗車 20 分

　　「衣笠駅」または「衣笠十字路」下車 徒歩 3 分

　○京浜急行バス 衣笠十字路経由長井・林方面行き 乗車 20 分

　　「衣笠十字路 ( 車庫前 )」下車 徒歩 5 分　
☆バスの乗車時間は目安です。特に土日・祝祭日は周辺道路がたいへん混雑します。

　ご注意ください。
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交通のご案内

●JR横須賀線：「衣笠駅」下車 徒歩3分

●京浜急行線：「汐入駅」下車
 
　○京浜急行バス 池上十字路経由衣笠駅行き 乗車 20 分
　　「衣笠駅」下車 徒歩 3 分

JR 横須賀線でお越しの場合

京浜急行線でお越しの場合

横須賀市はまゆう会館　〒238-0031　横須賀市衣笠栄町1-47

TEL .046-852-1166(代表)　FAX 046-852-1180

お申し込み・お問い合わせ
https://onedrop.jp/
info.onedropevent@onedrop.jp
０３－６８８２－００３４

NPO 法人ワンドロップ・プロジェクト
オンラインコミュニティ One Drop Land
One Drop Land　鎮守の杜衣笠 Project

主催：

たまサロン　リエゾン協賛：


