
#001 会いたい人　#002 あざみ　#003 秋に寄せる歌　＃004 雨上がりの空に虹の架け
橋　#005 いたるサンバ　#006 いつか電車に乗って -こども発達センターバージョン -
　#007 いつか新幹線に乗って -メロスバージョン -　#008 うたい始めた頃のよう　
#009 OK　#010 乾いた心にふる雨は涙　#011 キミの優しさが一緒なら　#012 9 月の
ラプソディー　#013 ゴールデンウィーク　#014 この街が好き #015 この路を歩けば　
#016 この闇をぬけて　＃017 この指にとまれ　#018 さくらと青い空　#019 寒い夜に
贈る言葉　#020 幸せのかたち　#021 自由通り　#022 少女　#023 シンプルに考えよ
う　#024 すぎのき生活園音頭　#025 スペシャルサンクス　#026 セルフポートレイ

ト　#027 せつないね #028 
田端バダア　#029 DO NY 
BEST ～きみのためにできる
こと～　#030 チキタティ
キタチータ　#031 地球
SONG　#032 Too Late Is 
Nothing　#033 ときめきの
クリスマス　#034 とびっき
りの笑顔記念日　#035 どん
な時も　#036 にぎやかな風
　#037 虹にかける橋　
#038 2005　#039 2014 年
9月 28日を忘れない　#040 
ノーマライゼーション　#041 
20 歳の君へ　#042 春が来た
　#043 春を探しに行こう　
#044 ぱぴぷぺぽぺぷぴぱ　
#045 ひまわりのように　
#046  V７のテーマ～君の勇
気に届け裏声～　#047 フ
リーダム１丁目の旅人　#048 
二人だけの時間 　#049 僕ら
の唄　#050 僕らは季節を感じ
て -ドルフィンバージョン -　
#051 僕らは季節を感じて -メ
ロスバージョン -　#052 星に
なろう　#053 マイホームタウ
ン　#054 満月の夜に　＃055 
ＭｉｓｓＴＫの肖像 #056 未来 
Try Alrigt　#057 未来によせ
て　#058 雪と街頭とクリスマ
スイヴ#059 夢をカラフルにし
て　#060 ゆらりゆられて　
#061 Life Is Beautiful　#062 
Life Live Love　#063 LOVE＆
PEACE　#063 話・輪・和

日時　2015 年 6月 20日 ( 土 )　12 時 30 分開場　13 時開演

場所　江古田　BUDDY  西武池袋線江古田駅南口すぐ
             http://www.buddy-tokyo.com

参加費　2,000 円 (1ドリンク付き）
　　　　小学生以下の子どもは無料（WASA会員の方は 1,500 円　当日入会受付可）

主催　福祉芸術支援協会 (WASA) 
　　　http://www.wasa.or.jp　

お問い合わせ　mura@wasa.or.jp

ビレッジセブンは結成 15年。杉並の地で生まれた、

こどもやしょうがいに関わる活動に参加しているバンドです。

普段はなじみのある歌なども加えて参加型のコンサートを行っていますが、

今回のライブではオリジナル曲を中心にいのちを応援するメッセージをお届けします。

どうぞいらしてください。
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