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		音楽とARTを通じたよりよい世界づくりを目指す	
		mudefの「今」をお伝えするニュースレターです。	

	
    mudef news is a report on mudef’s current activities,	
    which aim to change the world in a better way through music and art.	
	
　2017年6月30日発行	



MISIAの森

MISIAの里山ミュージアム2017開催！

http://satoyamabasket.net/forest/

　6月10日（日）、石川県森林公園にあるMISIAの森で体験型イベント「MISIAの里山
ミュージアム2017」を開催しました！ 
　音楽やアートをテーマとした様々なプログラムを体験しながら、1日を通して森の中で
遊ぶことができるこのイベント。カラフルに彩られた森に音楽が流れ、たくさんの笑い
声があれるとっても素敵な1日となりました。 
　当日はの来場者は約1000人！遊びに来てくださったみなさま、ご協力いただいたみな
さま、本当にありがとうございました。 
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〈プログラム〉 
エコバッグづくり、うちわアート、MISIAの森の短冊、あおぞら写真教室、
森林セラピーとノルディック・ウォーク、森の演奏会、森の遊び広場、 
ふるまい鍋、森の野草料理教室、世界の里山写真展、森のハンモック、
MISIAの里山ミュージアム野外写真展、みのむしのきもち、森の図書館 
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project magoso

鹿児島・仙巌園Misia Candle Nightでチャリティーバーを実施

http://mudef.net/magoso/

　「愛と平和を願い、大切なものに思いをはせる…」理事MISIAのライヴ「Misia Candle Night」。こ
のライヴのコンセプトから生まれたチャリティーバー「Candle Night Bar」を今年も「世界遺産劇場 
Misia Candle Night 鹿児島 仙巌園」の会場で実施しました。 
　今回は、鹿児島の地元企業の方々から美味しいドリンクのご提供と、さらにはバーの運営にまでご協
力をいただきました！ 
　5月27日（土）と28日（日）の2日間の売り上げは、合計で¥420,835！ 
　今回バーの収益は、ケニアのキベラスラムにある「マゴソスクール」の子どもたちへ届け、ケニアで
開催される全国音楽大会への出場費用に充てていただく予定です。 
　バーにご参加をいただいたみなさま、そしてご協力をいただいた「小牧醸造様」「下堂園様」「フォ
レスト様」、本当にありがとうございました！ 
【販売ドリンク】 
◎焼酎・・・紅小牧、一尚シルバー（黒麹）、一尚ブロンズ（白麹）（小牧醸造様） 
◎茶ビール・・・下堂薗茶舗麦酒シリーズ3種（下堂園様） 
◎茶・・・ボトリング吟穣茶シリーズ3種（下堂園様） 
◎水・・・薩摩の奇蹟（フォレスト様） 

MISIAの森

フォトコンテストを今年も開催

http://satoyamabasket.net/forest/

　石川県の里山や里海の写真を募集するフォトコンテスト「MISIAの里山ミュージア
ム」を今年も開催します！ 
　これから夏にかけて山や海に遊びに行く方もいると思います。ぜひ石川の里山や里
海に出かけ、多くの生き物が暮らす豊かな自然や伝統的な暮らしを写真に撮ってお送
りください！締め切りは11月30日（木）です。 
　今年もこのフォトコンテストを通して人と自然や生き物との関わり、そして、生物
多様性の大切さについて一緒に考えてみませんか。みなさんからのたくさんのご応募
お待ちしています。フォコンテストの詳細は、MISIAの森のHPをご覧ください。 



“We want to make the better world for all children and the future on the earth.”	
mudef is a group of artists who share that principle.	
We, mudef,  try to contribute to solve the issues the Earth and human beings are facing,	
through the special power of music and design that goes beyond borders, languages and races. 	

	
mudef（ミューデフ）は、国境も言語も人種も超える「音楽とデザイン」が持つ力で	

地球規模の課題を解決することを目的に設立された団体です。	
「世界中の子どもたちのため、未来の地球のため、よりよい社会を作りたい」	
その想いを共有するアーティストがmudefに集い様々な活動を展開しています。	

mudefへのご支援・ご協力をよろしくお願い致します。	

〈ご寄付はこちら〉三井住友銀行　渋谷駅前支店　普通4201703　	

mudef (Music Design Foundation)	
	

SOTOKOTO

MISIAあふれ出る想い

「向陽学園にて」

　理事のMISIAの雑誌ソトコト連載「MISIAあふれ出る想い」。7月号は、横浜市
にある児童自立支援施設「向陽学園」です。今年2月MISIAがこの施設の子どもた
ちを「THE TOUR OF MISIA LOVE BEBOP all roads lead to you」 に招待した
ことがきっかけとなり、今回は施設の職員や行政の担当者の方々とともに、子ども
が置かれている状況、そして子どもたちのための社会のあり方などについて話し合
いました。ライヴを体験した子どもたちの様子も紹介されています！ソトコト7月
号、ぜひご購読下さい。 
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HOPE FOR JAPAN

熊本地震復興支援チャリティーオークション「mudef Charity Market」

http://mudef.net/charity/

アイテムをご提供いただいた皆様 
石川さゆり、TAKURO(GLAY) 、MISIA、大宮エリー 
椎名慶治、マーティ・フリードマン、槇原敬之、中田英寿、松本孝弘、すっちー（吉本興業）、岡田武史、
中山秀征、加藤登紀子、中西健夫、澤穂希、川澄奈穂美、GLAY、宮沢和史、藤井フミヤ、高木ブー、 
清水ミチコ、瀬戸康史、Little Glee Monster、DJ EMMA、MURO、JOY、Chara、小林武史、 
藤城清治、大黒摩季、長州力、淵上泰史、桜井和寿、ジーン・シモンズ（kiss）、江口洋介、 
道端アンジェリカ、布袋寅泰、菊池武夫、マーカス・ミラー 　　　　（敬称略、ご提供アイテム番号順） 

　熊本地震の被災地の復興を支援するため、アーティストや著名人からご提供いただい
たアイテムを出品し、その落札額を熊本市の「くまもとエンタメ支援金」に寄付する
チャリティーオークション「mudef Charity Market」。5月をもって全てのプロジェク
トを終了しました。 
　最終的なご協力者様は38組、ご提供アイテムは44品、全応募件数は2743件にのぼり、 

全アイテムの落札総額は¥23,375,817となりました。このうち¥21,038,235を熊本市のくまもとエンタ
メ支援金に寄付。残りの金額は、10月から開催していたアイテムの展示会などの活動費に充てさせて頂
きました（プロジェクトの収支はHPでご覧いただけます）。 
　mudefでは、くまもとエンタメ支援金による文化ホール修繕のサポートを通して、被災地に音楽をは
じめとしたエンターテインメントの活気が戻り、被災されたみなさまに心からの笑顔が戻ることをお祈
りしております。 
　このプロジェクトのご協力をいただいた全てのみなさま、本当にありがとうございました！ 
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一から学ぶ、「移住」のいろは入門! 「移住」の大特集!


