Peace Quest 2018 Spring-Summer
“Starting Over 〜感謝をこめて〜”

実施報告書

◆ごあいさつ

Jun. 2018
一般社団法人 SPUTNIK INTERNATIONAL

平素は SPUTNIK International に多大なご支援を頂き、ありがとうございます。心よりの感謝を込めて御礼申し上げます。
さて、皆様のご協⼒の下、第 29 回目となるチャリティ・コンサート「Peace Quest2018 Spring-Summer」を
成功裏に終えることができました。 ここに概要を記し、報告とさせていただきます。
今年の Peace Quest のテーマ、そして 2018 年の私たちの合⾔葉は “Starting Over 〜感謝をこめて〜''です。
20年近く活 を続けているとはいえ、決して大きな団体ではない私たち。⽇々、活 に悩み、失敗に挫け、時に道を⾒失いそう
になる事があります。 それでも、もう⼀度⽴ち上がる。新たな気持ちでやり直す。 そんな想いで、この⾔葉を選びました。
私たちにその強さをくれるのは、多くのみなさんへの感謝です。
!
協賛・協⼒下さる個⼈・企業、パートナーであるAFS⽇本協会はじめ各後援団体のみなさん、
!
支援先は違っても「誰かの為に、何かをしたい」想いに駆られる同志である社会⼈、学生団体、
!
仕事や勉強に励みながら活 するスタッフ
!
活 を通じて⽇本を知り、⽂化と⾔葉を学び、⽇本を訪れたいと夢⾒てくれる、遠く離れた国のこどもたち、若者たち、
すべての皆さんに、心からの感謝を込めて、今年1年間、活 してまいります。
これからも、私共SPUTNIK Internationalへのご指導、お⼒添えのほど、どうぞよろしくお願いいたします。

◆イベント概要

SPUTNIK スタッフ、市川 真幸良の司会で始まった今回のコンサート。
創設理事、秋沢淳子の挨拶に続いて、⻄アフリカの国、ガーナで単⾝活 を続けるアブナ・トシコこと国分敏子の8年間の活 を
振り返り、本⼈の感謝と決意のメッセージで結ぶ活 紹介 画をご覧頂きました。
続いての登場は、ガーナと同じ⻄アフリカ、トーゴを挟んだ⼀つお隣のベナンと⽇本をアフリカ布、バーニュを使ったオリジナ
ル製品で結ぶ、
「Chérie COCO（シェリー・ココ）
」副社⻑の姜 充紀 （かん ゆんぎ）さん。ブラントの生い⽴ち、⼀周年を迎
え新しく定めたブランドのキーコンセプト「出逢いは私を彩る」に込められた想い、ホワイエで紹介されている商品の紹介など
をしていただきました。
そしていよいよコンサート開始。 グラスを手に、「乾杯の歌」を高らかな、そしてのびやかな声で歌いながら客席後方から登
場したのは、テレビやYoutubeでもおなじみの両声ヴォーカリスト、モデルのマリアセレンさん。スポットライトの中、観客の
みなさんと乾杯のしぐさを交わしながら、舞台へと登られるころには、⼀同、マリアセレンさんのとりこになっていました。ゆ
ったりとした調子の、ユーモアに溢れたMCを挟んで、「アベマリア」「Time to say good bye」、そして最後の、「トゥーラ
ンドットから 誰も寝てはならぬ」を、⼥性の声で、男性の声で、そして⼀曲の中で両声で交互に歌い分ける、マリアセレンさ
んだけが創り上げる事のできるステージに、観客席のみなさんはすっかり魅了され、ひときわ大きな拍手で熱唱に応えてくださ
いました。
ここでしばし休憩。
ホワイエで、ガーナとスリランカの活 紹介パネル展示、スガーナ、スリランカ物産の他、ステージでも紹介されたアフリカ布、
バーニュを使ったエプロン、キッチン・リビング用品、ネクタイなどを揃えたChérie COCO、ニュージーランドはちみつとハニ
どらのピービーズ、⾃然と⼈々への愛に溢れた、⽵浪 明さんの写真集などのチャリティ販売ブース、エナジーサロン流天（る
てん）⻄城隆司さんによるヒーリングコーナーなどで、お客様が思いおもいに時間を過ごされました。
特別出展ブースでは、〜カンボジアに笑顔を築こう〜を合⾔葉にカンボジアの子どもたちの支援を続けている学生団体CeeKが、
活 紹介を⾏い、筆記用具や子どもの夏服、未使用の⻭ブラシなどを皆さまからたくさんお預かりしました。
SPUTNIK カフェでは、カンボジアスイーツの定番、丸ごとカボチャケーキ、ミカチェンコこと松浦美佳さん監修のレトルトチ

キンカレー、横浜ビール、セイロンティー、ガーナ生まれのココアなどがお客様に大⼈気でした。
休憩後は、恒例のチャリティ・オークションで再開。 SPUTNIK スタッフたちが紹介する、協⼒企業から頂戴した素敵な商品に、
今回は特に若い方も含めてたくさんの手が上がっていました。
今回のコンサート後半は、2つのバンドの華やかな競演でした。
まず、8⼈のステキな男性を率いて、ボーカルＰｅｋｏさんが登場。
そうです！前回のPQ2017 AWで、4⼈のプレイヤーがＸＱʻｓのホーンセクションとして参加してくださった、エンタメ系BRASS
POP FUNK BAND「ex-male.」が、今回は全員集合。
時に高らかに時に切なく吹き上げられるトランペット、サックス、トロンボーンをバックにPekoさんが歌う、とってもgorgeous
なサウンドが、お客様を前半とはまた違ったワクワク感に包んでいました。
最後は、お馴染み、社会貢献バンド、XQ’sが登場。
続けてボーカルとして登場のPekoさんとメンバーの息の合った歌と演奏は、
ある若いお客様の「カッコいいオトナとはこういうことなんですね！」という興奮気味の感想、まさにそのものでした。
フィナーレは、前回までのWe are the worldをに代えて、坂本 九さんが歌い、多くの歌手の方がカバーされている名曲、
「みあ
げてごらん夜の星を」をペコさんのリードでお客様、スタッフで合唱、12月の再会を約束して、コンサートは幕となりました。
ご協賛いただきました皆様、ご来場、ご出演いただいた皆様、ワールドバザール出店者各位、イベント運営をお手伝い下さった
ボランティアスタッフの皆様のおかげで、バラエティ豊かな、楽しく、活気あるコンサートであったことを、心からの感謝とと
もにご報告させて頂きます。
今回得られた収益は・・・
・ 東⽇本大震災の被災者支援
・ SPUTNIK International Ｇｈａｎａ 寺子屋プロジェクト
・ クレヨンお絵かき、そろばん、移 図書館、⼯房★和ディンクラ、国際交流授業など子供達の教育の各プロジェクト
・ 2018年度のガーナ常駐スタッフの生活（移 ・⾷事・住居など）支援
・ ＮＰＯ法⼈グリーンバード協同プロジェクトであるゴミ拾い支援
・ その他、ガーナでの活 で必要と思われる事案
に、大切に使わせて頂きます。
SPUTNIK International Japan, Sri-Lanka, ＆ Ghana。我々の地道な活 が、必ず世界平和へ通じる道だと信じております。

◆実施概要

主催： ⼀般社団法⼈SPUTNIK International 及びSPUTNIK International Ghana
特別協⼒：原宿クエストホール
後援： ＡＦＳ⽇本協会/ ⼈間⼒開発協会/ リベラルアーツ推進協会/greenbird / 全⽇本ヨガ連盟
Creator’ s Communication / ⽇本⻘年会議所 /
協賛： BEAMS/ 生活の木 / 矢東タイヤ/ 星河/ ミキジ/ 井上 勲/ 英治出版/ セグウェイジャパン/
シロノクリニック/ クーインターナショナル / ユーエムイー/ 麻布サイコ&カウンセリングクリニック/
スケールエネジー/ 医療法⼈敬愛会ザナチュラルビューティクリニック
協⼒：

ドクターシーラボ/ ⻄⽇本陶器/ ピアザエコファームカフェ632 / 美容室BILLy / 双子のライオン堂/
ハッピーブックプロジェクト/ ⽇本カバヤ・オハヨーホールディングス / 葉⼭パッパニーニョ/
ダイヤモンド経営者倶楽部/ Hotel TREE OF LIFE,Sri-Lanka /

日時： 2018年6月3⽇（⽇） 開場 ホワイエバザール 12：00〜 コンサート開演 14：00〜
会場： 原宿クエストホール [東京都渋谷区神宮前1-13-14]
会費： ⼀般2,500 (前売 2,000) 円、在⽇外国⼈及び学生1,500 （前売1,000）円 ホワイエバザールのみ：無料
入場者数： コンサートとホワイエバザール合わせて 約220名

◆出演者プロフィール
Maria Seiren（マリア・セレン）

声楽家、両声ヴォーカリスト(cantante ambavoce) 、モデル。
2015 年 新作オペラ公演に向けてプロジェクトを⽴ち上げ、声楽・演技の本格的なトレ
ーニングを開始。喜多流能楽師粟谷明生⽒に師事。グランドハイアットにて「コシノジュ
ンコ結婚 40 周年記念 anniversary and butterfly」コンサートに、ゲスト出演。東京藝術
大学
「学⻑と語ろうこんさ〜と」
(⼭下⼀史指揮 藝大奏楽堂)にゲス ト出演。12 月 23 ⽇、
サントリーホール(ブルーローズ)で東京ヴィヴァルディ合奏団との共演が正式デビューと
なり、チケットは完売となる。
2016 年 10 月 20 ⽇⽇本橋公会堂で YouTube 再生回数 300 万回突破記念コンサート
を開催。 (チケットは完売)
2017 年 2 月 3 ⽇~5 ⽇ヤクルトホールで、能の作風をヒントにした新作 Opera「哀し
みの シレーナ 禁断の恋」の世界初公演を⼀⼈二役で 3 ⽇間 4 連続公演の快挙を成し遂
げ、10 月 30 ⽇新宿⽂化センター大ホール(イタリア大使館観光促進部後援)で再演を果たす。
2018 年 6 月 23 ⽇トッパンホールで YouTube 再生回数 1,000 万回突破記念コンサートを開催。
ソプラノとテノールの声を歌い分けるダイナミックで非凡な才能に、各方面から注目 を集め、性を超えた謎の歌の精として、
新作オペラや単独コンサートの他テレビ・ラ ジオ・CM・企業イベント等に出演。
2018 年 12 月には新しいクラシッククロスオーバー 様式の歌劇団の⽴ち上げ公演を計画している。

ex-male.(エックス・メール)

2008 年結成。
8 ⼈のオジサマと⼀⼈の DIVA のエンタメ系 BRASS POP FUNK
BAND. LIVE のテーマは世界旅⾏！
毎回世界各地を 音楽・トーク・ちょっとだけ笑い、、、でご案内し
ます。そして、後半は ex-male.の SHOW。
GROOVY なリズム、
ゴージャスなHORNS があなたをさらにTRIP！
メンバー
【VO】PEKO
【TP】座光寺 基光
【SAX】武田 和大
【TB】ヤナギサワ シンヤ
【TP】石田 雄樹
【BASS】吉川 雅之
【DRUMS】関 慶和
【GUITAR】 DORA
【KEY】 清水 永之

社会貢献バンド XQ's （エクスキューズ）
ソーシャルレスポンシビリティーな生き方を理想とするメンバーで構成されている、社会貢献バンド「ＸＱ’s」。
バンド理念 、「B R」=（Band ocial Responsibility バンド活動による社会貢献）
メンバーそれぞれの音楽嗜好性 、ロック、フュージョン、ファンク、ソウル、ヘヴィメタル、と多種多様。
異なる音楽嗜好でも、社会のお役に立ちたく、お互いの違いを尊重し合いながら、年齢をまったく気にせず活き活きと活動して
いる。
＜メンバー紹介＞

【vocal】 豊島智子（Peko）

東京生まれ。14 才でロックコンテストにて最優秀ボーカリスト賞を獲得。以
来スタジオシンガーとして数々の CM、ドラマ、アニメイメージソング等を
歌う。その後田辺エージェンシーに所属“3 ⼈組”という⼥性 3 ⼈グループで
東芝 EMI よりデビュー。テレビ・ラジオレギュラー多数をつとめる。
解散後パブリックイメージに所属し作詞家として荻野目洋子、Ｃ．Ｃガール
ズ、など多数 アーチストに提供。ボイストレーナーとして松嶋奈々子など多
数プロ歌手を指導。ガイドレコーディングシンガー、バックシンガーとして観月ありさ、荻野目洋子、大⻄結花などのレコーデ

ィングやライブに参加。
94 年オーストリア・ウイーン に渡る。
95 年ヨーロッパ最大のロック コンテスト“POPODROM”に Schockschwerenot と⾔う独、英、⽇のラップと歌のバンドで\\出
場。参加 4 カ国 100 バンド以上のｃｃ中から優勝。以来、オーストリアを中心にドイツ、スイスなどでライブ活 を⾏う。
1999 年より 2003 年までヨーロッパ最大の音楽フェスティバル“ドナウ・インセル・フェスティバルにソロボーカルのバンド
“PEKOLOMANIA”として連続出演。ファンクラブには多くのファンを集める。
2004 年帰国後、スタジオ、ライブシンガーとして活 を再開するとともに、⽇本⼈のメンバーと PekolomaniaJapan を 結成。
2015 年 2 月 14 ⽇、原宿クロコダイルにて、⻑年企画をあたためていた「
“The Rose”サウンドトラック・コンプリートライブ」
を敢⾏、エネルギッシュな歌唱で満員の観客を魅了。抜群の歌唱⼒と魅⼒的な⽢い声を持つビジュアル系（？）ヴォーカリスト。

【bass】 田中 淳 安定したリズムを刻む、バンドのリズムセッションの要。ニヒルなべーシスト
【drums】太田久士 横浜ビール 社⻑。こだわりの地ビール「横浜ビール」のごとく、心に響き沁みるドラミングが魅⼒
【guitar】⼭本拓⼰
オクタ 社⻑。世界⼀ LOHAS なリフォーム会社を経営。頼れるバンドマスター
⼤川哲郎
大川印刷 社⻑。創業 131 年のソーシャルプリンティングカンパニー経営。スライドギターは天下⼀品
井手 敏和 LBA（ロハスビジネスアライアンス） 代表 歳を感じさせない年齢不詳の湘南ボーイ。
重永 忠 生活の木、Tree of Life 社⻑。ヘヴィメタル・阪神タイガースをこよなく愛す、地味な努⼒家ギタリスト
【key】入木 啓作 新宿のスタジオ MUSIC MAN オーナー。Key を弾いているが、本当は Herbie Hancock 好きの
Jazz Pianist！

◆特別出展団体

〜カンボジアに笑顔を築こう〜 学生団体 CeeK
カンボジアのシェムリアップ州近郊の農村の子どもたち
を継続的に支援している学生団体。ホワイエでは活 紹
介の他、事前に呼びかけていた、子ども服・筆記用具・
未使用⻭ブラシなどの寄付品をお預かりしました。

※当⽇集まった寄付品の数量について、CeeKの渉外 当、松本 拓さんから連絡がありまし
た。ご協⼒、ありがとうございました。
【⽂房具】 多色ボールペン：15本 色ボールペン：38本 ⿊ボールペン：88本
赤ボールペン：14本
えんぴつ： 588本
消しゴム：35個
【洋服】
男の子用：16着 ⼥の子用：33着 その他：7着 【⻭ブラシ】 30本

〜出逢いは私を彩る〜 Chérie COCO
アフリカのプリント布・バーニュで作る製品で、⻄アフ
リカの国・ベナンの作り手の⼥性たちと⽇本のみなさん
をつなぐブランドが生まれてから１年。従来の浴⾐の他、
新たに加わったキッチン・リビングラインやメンズ製品
に、たくさんの方が注目されていました。

◆収支報告
●収入の部
協賛金
チケット
オークション

\850,000
\220,000
\61,176
\58,150

物販（紅茶、シアバター、ぞうさんペーパー、ココ
ア、カボチャケーキ、カレー他）

売上
寄付

\20,000

合計

\1,209,326

●支出の部
音響・照明
仕入れ
運営・制作費・謝礼
飲食費(スタッフ弁当代)
雑費

会場使用費含む
物販（バーカウンター用飲料他）
運営及びチラシ・パンフレット他

合計
総合計

\249,264
\23,443
\116,705
\27,500
\13,455
\430,357

収入 \ 1,209,326 - 支出 ¥ 430,357 ＝収益 ¥778,959 ※左記は概算です。

今回のコンサートの収益金（¥778,959）は全て前述の目的資金用途に使わせていただきます。
本当に皆様ありがとうございました。
今後とも、目に見える支援をモットーに、私達にできることを無理せず、笑顔で、前向きに進めていきたいと考えていま
す。活動につきまして 今後も Facebook ページ、ホームページで随時お知らせしてまいりますので、ご覧いただければ幸いで
す。
Facebook ページ：https://www.facebook.com/ PUTNIKinternational/
ホームページ： http://sputnik-international.jp/
今後とも、一般社団法人 SPUTNIK International への応援、宜しくお願いいたします。
一般社団法人 SPUTNIK International 一同

Charity Concert

PEACE QUEST 2018 spring-summer

左から右へ（敬称略）
１列目：司会 MAYURI (SPUTNIK STAFF) ／秋沢創設理事 挨拶／ガーナからのメッセージ／ Chérie COCO 活動紹介
２列目：ホワイエ・バーカウンター カボチャケーキ／カレー／横浜ビール／お菓子：日本カバヤ・オハヨーホールディングス
３列目：ピービーズ／学生団体 CeeK ／マリアセレン／同左
４列目：チャリティーオークション／オークション 商品／同左／ホワイエにて
５列目：ex-male. ボーカル Peko ／ ex-male. ／同左／同左
６列目：XQʼ s ／同左／同左／同左
７列目：Chérie COCO ／ホワイエにて／みんなで合唱「見上げてごらん夜の星を」／スタッフ全員集合

