自殺遺児、日中韓36人の母となる１０年の軌跡

玉城 ちはる
株式会社レヴァンセ

Profile

玉城ちはる Chiharu Tamaki

シンガー・ソングライター／ホストマザー

1980年生まれ。広島県出身。映画、CM音楽制作。女優として活動
スタートし数多くのCMに出演。
映画音楽、ドラマの楽曲提供をはじめ、ナレーションドラマ音楽を
手がける一方、2011年リリースのアルバム『ここにいること。』は
ヒストリーチャンネル開局10周年特別ドキュメンタリー番組
「百二十八枚の広島」の主題歌に。
2012年リリースのアルバム『ひだまり』はNHK札幌放送局ラジオ第
一にて、東日本大震災でふるさとを離れて北海道で暮らす方々へ届け
る音楽番組「北海道まるごとラジオ“ココロウタ”」のテーマ曲に起用
される
2014年9月24日初のフルアルバム『私は生きてる』にて
テイチクエンタテインメント タクミノートよりメジャーデビュー。
広島出身という事もあり平和活動への意識が高く、2009年自らが代表を務めている「Each Feelingsプロ
ジェクト（現 一般社団法人Each）」を設立。広島を中心に全国各地で平和イベントやボランティア活動
を行っている。また、「自身に出来る社会貢献」としてアジア地域の留学生支援活動「ホストマザー」を
10年間に渡って継続、36名の留学生を送り出し、その模様がNTV系「24時間テレビ」やNHK
IBM Mugendai∞（無限大）などで取り上げられる。
2014年1月この10年間の「ホストマザー」の活動が認められ、公益財団法人日本ユースリーダー協会
第5回「若者力大賞～ユースリーダー賞～」を受賞。現在、ホストマザーの経験を生かし全国の地方自治
体・学校・大学・企業にて特別講師を務め、異文化とのコミュニケーションについて、安田女子大学
（広島） にて非常勤講師を担当している。
執筆活動にも積極的で、2012年には自身初となる『エッセー集～風になれば～』（本分社刊）を発売。
2015年8月には、自他ともに認める無類の餃子好きという事で、女性目線による餃子愛の詰った餃子店
ガイドブック+α『餃子女子』（ラトルズ刊）を発売。
読むと餃子が食べたくなる！と話題になりAmazonランキング（8/26付）レストランガイド１位を獲得
フジテレビ「ノンストップ」/TBS「王様のブランチ」/リクルート メシ通/日経MJ/東京カレンダー/
全国のタウン誌など様々なメディアにて取り上げられる。
司法書士の阿部亮さんが代表を務められている、司法書士法人 新宿事務所の学校を建てようミャンマープ
ロジェクト、ミャンマー寺子屋学校の贈呈式にて「子供達に歌や音楽のプレゼントをしよう！」プロジェ
クトの音楽指導の講師として参加。
2013年1月からはSBSラジオ（静岡）にてレギュラー番組「玉城ちはるの愛されたいの」のパーソナリテ
ィーを務めている（2015.12現在継続中）
■玉城ちはるオフィシャル・ホームページ
http://tamakichiharu.com/

■テイチクエンタテインメント アーティスト・ホームページ
http://www.teichiku.co.jp/artist/tamaki-chiharu/
■「Each feelings」プロジェクト公式サイト
http://www.eachfeelings.com/
●連絡先：株式会社レヴァンセ／担当：成瀬
〒107-0062 東京都港区南青山2-9-5 株式会社ブルーマウンテンミュージック 気付
TEL：090-7694-3451
mail： tutomu.naruse@gmail.com

◆ 若者力大賞「ユースリーダー賞」受賞
自身に出来る平和活動として続けてきた１０年間におよぶ「ホストマザー」の活動と様々な団
体・企業・大学生と共にピースイベント・東日本大震災支援を続けている「Each Feelings」
プロジェクトの活動。この２つが高く評価され、2014年1月に公益財団法人日本ユースリー
ダー協会（明日の国際社会を担う次世代リーダーの育成・支援を行う団体）より、
第５回『若者力大賞 ～ユースリーダー賞～』を受賞致しました。
●第５回 若者力大賞 授賞式

●開催日 2014年1月29日
●会 場 六本木ヒルズハリウッドホール
●主 催 公益財団法人日本ユースリーダー協会（所管:内閣府）
・若者力大賞受賞

宇佐美 吉啓（EXILE USA）

・ユースリーダー賞

玉城ちはる（シンガーソングライター）
税所 篤快（ e-Education Project代表）

・ユースリーダー支援賞 チャリティーサンタ （代表 清輔 夏輝）
まちの保育園 （代表 松本 理寿輝）

○審査委員
・三村 明夫
・西尾 進路
・山中 祥弘
・橋本 久美子
・蛭田 史郎

新日鐵住金株式会社 相談役名誉会長／会長
JXホールディングス株式会社 相談役／副会長
学校法人メイ・ウシヤマ学園 理事長
橋本龍太郎元首相・令夫人
旭化成株式会社 常任相談役

ユースリーダー賞とは「若者ならではの自由な発想とチャレンジ
精神を持って、社会的活動に取り組む30代までの次世代リーダー
」へ送られる名誉ある賞で。
玉城ちはるが平和貢献として10年間で36名の中国・韓国・台湾な
ど、アジア圏からの若い子供達をお預かりして、ともに生活して
きたこと「ホストマザー」。
そして、広島の大学生たちと共に作り上げてきたピースイベント
「Each Feelings」プロジェクトの5年間の活動。この２つが授賞
理由となっております。
若者力大賞のこれまでの受賞者には、メジャーリーグ活躍中の田中将大(プロ野球選手)さんをはじめ、
村田修一氏(プロ野球選手)、MISIA(アーティスト)、山口もえさん(タレント)などがおられ、今年の「若
者力大賞」の受賞者は、EXELEの宇佐美吉啓さんで、玉城ちはるが受賞しました「ユースリーダー賞」
は、若者力大賞の次に名誉ある賞です。
過去の若者力大賞 受賞者の皆様
◇ 第１回 MISIA（歌手）田中将大（プロ野球選手）
◇ 第２回 山口 もえ（タレント）栗城史多（アルピニスト）
◇ 第３回 村田 修一（プロ野球選手）
◇ 第４回 平原 綾香（歌手）

◆ 自殺防止
〇自殺防止の啓発活動を目的としたチャリティ－ライブ
●協 力

： 広島いのちの電話 広島経済大学

自殺遺児である私だから感じられる気持ちや想いがある．自分自身が
進む道に悩んで、旅に出た時に触れた人の心の温かさと優しさは私に
生きる面白さを思い出させてくれました。わたしはその２つの想いを
私の言葉と唄を通して伝えていきたい。
広島ホームテレビ Ｊステーションにてインタビュー放送される

〇自殺防止を目的としたゲートキパーイベント
「SBSラジオ＆静岡県プレゼンツGOGOワイドらぶらじスペシャルココロ、つながるトーク＆ライブ」
みんなで一緒に、支え合う社会の大切さを考えよう！特別ゲストに、シンガー・ソングライターの玉城
ちはるを迎え、SBSラジオ「らぶらじ」パーソナリティの勝山康晴が繰り広げる、悩みを抱える人を支
える「ゲートキーパー」の活動を啓発するトーク＆ライブ・イベント。
● 開催日

：2014年2月22.23日

● 会場

：浜松、静岡、三島 3会場

● 主催

：静岡県 SBSラジオ

● MC

:勝山康晴

● 特別ゲスト：玉城ちはる

◆ 若者自立・就労支援セミナー
〇平成26年度広島市若者の自立・就労支援事業講演会「私にも出来る平和貢献」
コミュニケーションが苦手で、働くことに自信が持てない...など、
さまざまな悩みや不安から、仕事に就けなくなっている15歳～39歳
の若者と保護者を対象にした、コミュニケーション術についての講
演とコンサート。

● 開催日
● 会場
● 主催

：2014年7月12日
：広島市まちづくり市民交流プラザ
：広島市

◆ NHKカルチャー「大人の音楽大学 in 神楽坂」
大人が泣けて楽しむことが出来る「絵本の読み聞かせ」
感動が出来る絵本を厳選し、グランドピアノから奏でられる柔らか
絵本の朗読とライブ。

●
●
●
●
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：「涙活・絵本の読み聞かせ」
： Acoustic Live Hall The Glee
： 玉城ちはる
： The Glee NHKカルチャー青山教室

◆ 人権教育研修＆講演会
戦後70周年記念事業『人権フェスタ2015』

「祈りを込めて届けたい ～平和の調べ～」
人権問題についての講演と被爆ピアノとのコラボコンサート

● 会場
● 主催
● 対象

：はつかいち文化ホール さくらぴあ大ホール
：廿日市市・人権フェスタ実行委員会
：一般 約300名

2015.12.05 はつかいち文化ホール
『アジア圏の子供達を育てたホストマザーによる子育て講演会』
子どもを取り巻く環境が多様に変化する中、葉山町教育委員会の

依頼を受け「子どもたちの人権」をテーマに子育て講演会とミニ
コンサートを開催。

2014.12.14 葉山町教育総合センター

● 会場 ：葉山町教育総合センター 教育委員会研修室
● 主催 ：葉山町教育委員会・子育て教育会議
● 対象 ：保護者 学校関係者 約35名

●2009年『国境を越えたかけがいのない家族』

主催：福山市教育委員会 ブロック人権問題講演会事業

●2009年『芦田町ふれあい人権の集い』

主催：住みよいあしだのさとづくり協議会

●2012年『ヒューマンフェスタ2012ひろしま』 主催：広島法務局、広島県、広島県教育委員会
●2013年『尊いいのち 大切な絆』ＰＴＡ講演会 主催：保々中学校ＰＴＡ

◆ ＰＴＡ・教育委員会
『平和への想いをカタチにすること』
シンガーソングライター、ホストマザーの活動を通して
被爆70年を迎えるヒロシマ。生徒一人一人の考えを深めこれから
どう行動するべきかについて考える事が目的の講演会にて
講演＆ライブを開催

● 会場
● 主催
2015.08.05 廿日市中学校（広島県） ● 対象

：廿日市市立廿日市中学校 体育館（広島県）
：廿日市中学校
：中学生 教師 保護者 約500名

『「尊いいのち 大切な絆」命の大切さを考える講演会～パート２～』

「命の大切さ」「自分を大切にする」「人に思いやりをもつ」につい
て、ホストマザーの経験などを交えて講演とライブを開催

● 会場
● 主催
● 対象
2015.11.28 川越中学校（三重県）

：川越町立川越中学校 体育館（三重県）
：川越中学校
：中学生 教師 地域住民の方々 約500名

◆ セミナー・大学講師
● 安田女子大学

非常勤講師

『異文化理解B』

平和・人権などのイベントにて講師として呼ばれ、留学生支援（ホ
ストマザー）を続ける中で学んだ実体験を交えて、地方自治体、日
本大学三島校、早稲田大学などで講演を行う。2011年からは、広
島・安田女子大学の非常勤講師として「異文化理解B」を担当。異
文化理解とアイデンティティーの確立について講義を行う。

● 法政大学

ゲスト講師

『アーティストと社会貢献』

庄野真代さんが法政大学で講師をご担当されている、人間環境特論
「アーティストと社会貢献」のゲスト講師として、10年間続けてい
たホストマザーの活動と平和活動「Each Feelings」の活動につい
て講義を行う。また、庄野真代さんとのアーティストとしての繋が
りなど、幅広い視点からセッショントークを行う。
※ 2014年、2015年ゲスト講師として講義を行う

● TSS文化大学

特別講師

様々なカルチャーに興味を持たれて活動されている高齢者の方々と
中心に『玉城ちはる 故郷に帰って思うこと』と題して、自身の幼
少期から広島、東京でのアーティスト活動、ホストマザーから学ん
だ異文化とのコミュニケーション術などについて講義を行う。

○2010 年 「留学生との生活を通じて感じたアジアの中の日本」 日本大学短期学部・特別講師
○2012 年 「ホストマザーから学ぶ平和文化」 早稲田大学文学部・特別講師
○2011 年～現在「ホストマザーから学ぶ異文化交流」など 安田女子大学・非常勤講師

◆ チャリティー
○ 東日本大震災チャリティコンサート
● 開催場所： 広島 ライブジューク

● 協 力 ：（株）イーセット
東日本大震災を受け、地元広島にてチャリティーコンサートを開催。
会場満員のお客様にお越し頂き、チケットの収益金とお預かりした
募金を被災地への義援金に。また、被災地の子供達へ送る為に、
100冊以上の絵本が集まり、被災地の子どもたちに送り届けました。

○「東日本大震災 復興支援活動」
2011年5月、9月に岩手県釜石市上栗林避難所を訪問。炊き出し等
の支援活動を行いました。
以後、継続的に訪問して2012、2013年には、大槌町吉里吉里地区
に廃材を使ってOPENした仮設Café APEにて、被災地の皆様をお招
きして、復興応援コンサートを開催致しました。
2011年～継続中

◆

Overseas event
香港を拠点に日本、ASEAN各国に展開している、香港大手企
業の晩餐会に招かれ、香港を代表する俳優、香港・中国で活
躍されている大物歌手と共に、中国、香港、日本の架け橋と
なるイベントに香港九龍湾KITEC Star Hall(2000人収容)に
て出演。香港企業・日本企業の関係者、政府関係者、一般招
待者約2000人の前で、着物を着て歌い話題となる。
このイベントの模様は翌日、香港TVの報道番組にてTOP
ニュースで報道され、2011年2月22日発売の現地の新聞「頭
條日報」にて写真付で掲載される

◆ 国際協力機構JICA
○ 国際交流・協力の日2014『ヒロシマとルワンダつながるPEACE』
～玉城ちはるさんの歌と思いに導かれて～
69年前のヒロシマを伝える平和と復興のイベントがルワン
ダで行われた。その活動に携われたマリールイズさん体験談
と自信に出来る平和活動に取り組む玉城ちはるのセッショ
ンとミニコンサートを開催。
玉城ちはるはイベントの司会も担当
●会 場
：広島国際会議場「ひまわり」
● 司会・ライブ
：玉城ちはる
●講 師
：マリールイズ
●主 催
：国際協力機構JICA
○ 国際協力機構JICA 『なんとかしなきゃ！プロジェクト』
広島国際会場で開催された「ヒロシマからなんとかしな
きゃ！東日本震災と国際協力」に出演。震災と国際協力を
テーマにNPO法人地球のステージ代表理事の桑山紀彦氏、
「国際協力レポーター」石原遥氏、広島のＮＧＯ代表 渡部
朋子氏、青年海外協力隊OB 細川光宜氏をお迎えしてのトー
クセッションでメイン司会（MC）を務める。

◆ 24時間テレビ 「愛は地球を救う」
『２４時間テレビ

愛は地球を救う３１』

原田真二さんと共に広島テレビメインチャリティーゲストを務める
●出演日 ： ２００８年８月３０日～２００８年８月３１日
●開催場所 ： 広島テレビ ダイヤモンドシティソレイユ
番組の中で「ホストマザー」について特集され話題となり、後に
「シンガーソングホストマザー」と呼ばれるきっかけとなる。

Each Feelings
◆ 「Each Feelings 201５ひだまり
～ あなたに伝えたい～ どうしてヒロシマにやって来たの？」

● 開催日 ：2015年８月2日（日） 15：00～18：00
● 開催場所：エールエール地下イベントステージ

述べ600人の方々に来場頂きました。

観覧無料

● 出演者 ：玉城ちはる、さらさ、balconny 、佐々木祐滋
● 目的

：人類史上、初めて原子爆弾が落とされた広島。平和公園や原爆資料館には、毎年多くの外国人
観光客が訪れます。彼らは、ヒロシマを実際に体験することで何を感じ、母国に帰って家族
や友人に何を伝えるのか？平和公園でインタビューを試み、彼らの“本音”の思いに迫ります。

● 後援

：広島市

Each Feelings 2016スケジュール 2016年2月21日（日）

『なきごえを歌声に Ｎｙａｎ Ｎｙａｎ Ｅａｃｈ』

＠レソラＮＴＴ夢天神ホール

◆ 「Each Feelings 201５ひだまり～あなたに伝えたい～ 若者×お寺×被爆体験」
■被爆者による語り部の会を開いているバー経営者、冨恵洋次郎さんに協力を得て、語り部の森本範雄さんに
被曝体験のお話いただきます。被爆体験を直接語れる人が年々少なくなる中で、その方たちの想いや願い
そして、ヒロシマのメッセージを次世代の“戦争を知らない世代”に知って頂き、学んで頂くイベントを開催

玉城ちはる 講演・イベント履歴
○2008 年
「24 時間ﾃﾚﾋﾞ 愛は地球を救う31」 広島テレビメインチャリティーゲスト
「子育て応援イベント トーク＆コンサート」
主催：広島経済大学 興動館
「いのちのコンサートin 広島」
「自殺防止啓発チャリティーコンサート」
協力：広島いのちの電話 広島経済大学
○2009 年
「新春コンサート＆講演 ホストマザーから学んだ子供との接し方」 主催：呉市私立幼稚園協会事務局
「Each feelings2009~それぞれの今を捧げるレクイエム~」
主催：ピース＆ラン実行委員会
「反戦・平和祈念イベントin 八女」
主催：八女市民コンサート実行委員会
「国境を越えたかけがいのない家族 トーク＆コンサート」主催：福山市教育委員会 ブロック人権問題講演会事業
「尊いいのち 大切な絆」芦田町ふれあい人権の集い
主催：住みよいあしだのさとづくり協議会
○2010 年
「特別講演会＆コンサート 歌で伝える笑顔と優しさ」 主催：広島市公立保育園会
「人権文化コンサート 笑顔と優しさを歌声にのせて」 主催：尾道市文化センター・尾道市
「Each feelings 2010」
主催：Each feelings2010 実行委員会
○2011 年
「東日本大震災チャリティーコンサート」
主催：Each feelings 事務局
「宮城県仙台市 重度障害者・難病ホスピタル 太白ありのまま舎チャリティーコンサート」
「岩手県釜石市栗林地区ボランティア活動 炊き出し」 2011.５月～継続中
「Each feelings 2011」ゲスト出演 有森裕子さん。トークとピースランにご参加頂きました。
○2012 年
「フクシマ・ヒロシマ 人・家族 きのうよりきっと幸せに ～あれから一年～」
福島原発の事故により避難生活を続けられている、玉川光昭さんをお招きしての基調講演を開催
「Each feelings iwate」 大槌町吉里吉里地区にて、チャリティーライブ開催
「Each feelings 2012」 ゲスト出演 庄野真代さん。トークとピースランにご参加頂きました。
『第８回「平和のつどい」in本願寺長崎教堂』
主催：長崎教区 教務所
「玉城ちはる と SE-NO の広島そして平和 “Each feelings Sapporo” 」
「ヒューマンフェスタ2012ひろしま」にて、セミナー開催
主催：広島法務局、広島県、広島県教育委員会
NHK広島放送局ラジオ第一「Heart Rock Café」公開生放送出演 主催：NHK広島放送局
○2013年
「上田平和音楽祭2013」にて、ライブ出演。
「Each feelings 2013」ゲスト出演 カズンさん。トークとライブにご参加頂きました。
「Each feelings ひだまり2013」全国7都道府県にて開催
○2014年
「第5回 若者力大賞 ユースリーダー賞」を受賞
主催：日本ユースリーダー協会
自殺防止を目的としたゲートキーパーイベント
「ＳＢＳラジオ＆静岡県プレゼンツＧＯＧＯワイドらぶらじスペシャル ココロ、つながるトーク＆ライブ」
TSS文化大学にて、ご高齢者の方々に向けてのセミナー
「玉城ちはる 故郷に帰って思うこと」と題して、コミュニケーションの取り方について講演
育児中の女性の方々を対象とした「モーニングコンサート～春の風にのって～」にて、
ホストマザーの経験から学んだことについてトークとライブを開催。 主催：武蔵野市教育委員会
「若者力で、日本に輝かしい未来を」 ～若者力大賞受賞記念 コラボチャリティ講演会～
「Each Feelings 2014」学生主体イベント
主催：Each Feelings事務局
「私にもできる平和貢献」
主催：広島市・若者交流館ユーストピア中央サテライト
「上田平和音楽祭2014」ライブ出演
主催：上田平和音楽祭実行委員会
「Each Feelings 2014」ピースイベント
主催：Each Feelings事務局
「Each Feelings 長崎」ピースコンサート＆講演
「涙活（るいかつ）へようこそ 親子で泣ける絵本と音楽」 NHKカルチャー
高松市で平和講演＆ライブ出演

玉城ちはる 講演・イベント履歴
○2015 年
「平和への想いをカタチにすること」講演＆ライブ

主催：広島県廿日市市立廿日市中学校

「平和の集い～全戦没者追悼法要～」講演＆ライブ

主催：西本願寺長崎教区教務所

『Each feelings 2015 ひだまり

～あなたに伝えたい～』 若者×お寺×被爆体験
主催：社団法人EACH Each Feelings事務局

『Each feelings 2015 ひだまり～あなたに伝えたい～』どうしてヒロシマにやって来たの？
主催：社団法人EACH Each Feelings事務局
「第９回 チャリティーコンサート」ライブ出演

後援：一般社団法人 こどものための柴基金

「さをりリーダーズ・コミティ会員大会2015 ～ヒロシマから世界へ～」ライブ出演
主催：さリコ会員大会2015 実行委員会
「UEDA PEACE FES 2015 （上田平和音楽祭2015）」ライブ出演
主催：上田平和音楽祭実行委員会
「名古屋城

宵まつり」ライブ＆トーク

主催：名古屋城宵まつり実行委員会

「平和のコンサート＆講演」

主催：諫早市立本野小学校

「福島聞法の集い」ライブ＆トーク

主催：「福島

『「尊いいのち

明教寺

真宗聞法の集い」実行委員会

大切な絆」命の大切さを考える講演会～パート２～』講演＆ライブ
主催：三重県川越町立川越中学校

「戦後70周年記念事業

人権フェスタ2015」講演＆ライブ

主催：廿日市市・人権フェスタ実行委員会

