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んな引き込まれました。

バンドを結成するに至ったいきさつや、メンバー

の方の家族への思いなど、じんわりと胸に響いてき

ましたね。子どもたちも、静かに、しんけんに耳を

傾けていました。体中でたくさんのことを感じとっ

たはずです。みんな、みんなかけがえのない命であ

ること、命を輝かせて生きることのすばらしさがた

くさん伝わってきました。『そこに居る人が困って

いるときに、少しだけ手伝うことが心のスロープに

なる』『秘訣は笑顔』･･･スタートのみなさんからい

ただいたメッセージを
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