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◆ごあいさつ 
 
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31回目となるチャリティ・コンサート「Peace Quest 2019 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。 
 
2019年のPeace Questのテーマ、そして活動の合⾔葉として 、私たちは“Believing...信じている。”を選びました。 
日本で春の息吹きがはっきりと感じられるようになった、2019年4月21日。 
SPUTNIK 最⼤の活動拠点であり、私たちの⼤切な仲間やこどもたちが暮らす、⼤好きな国・スリランカで、多くの無辜の命が失われる、⼤変悲
しい事件が起こりました。 
⼈々の悲しみの深さを思うと、本当に⾔葉がありません。 
それでも....いえ、だからこそ。 
私たちは、これからも活動を続けようと思います。 
� スリランカの⼈たちが、憎しみと暴⼒の連鎖ではなく、友愛と信頼で⼿を取り合って、必ず今回の出来事を乗り越えることができると信じて。 
� 今日は叶わなくとも、再びあの光り輝く島を訪れ、⼤切な仲間と⼿を取り、笑い合える日が近いことを信じて。 
� そして、SPUTNIK International 創設以来の理念、「多くの⼈の異⽂化理解こそが、世界平和に通じる」と信じて。 
本年も、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 
2014・2015 ミスワールド準日本代表の吉岡 仁美さんの司会で幕を開けた、Peace Quest 2019 Spring – Summer。 
まず、一般社団法人 SPUTNIK International 創設理事の秋沢淳⼦から、日頃のご支援、当日のご来場への心からのお礼と、団
体の活動理念、このコンサートに込めた想いを述べさせていただいた後、今年4月21日にスリランカで発生した同時爆破テロの
犠牲となられた方への追悼と、そのご家族へ寄り添う気持ちを表すため、会場の皆様と一緒に1分間の黙祷を捧げました。 
 
続いて、ガーナに単身在住してまもなく9年になる現地スタッフ、國分敏⼦からのメッセージを、SPUTNIKの出会い以来の活動
写真で綴った動画をバックに、秋沢淳⼦が代読。「⼦どもたちの可能性」を信じて歩み続ける、その思いと覚悟を、来場者の皆様
にお届けしました。 
 
コンサート１組目としてステージに登場頂いたのは、オズワルド・コアメさん率いるアフリカン・バンド「ン・ザッサ・ミュー
ジック」(N’Zassa Music)。 
砂、⽊の葉、枝、⽶、⽔等も“楽器”として⽤い、自然からインスピレーションを受けるというオズワルドさん。 
生き物の鳴きまねをしながら舞台袖から登場する演出で、原宿クエストのホール内は一瞬にして生命あふれる密林に変化。 
アフリカンドラムと共に、プラスティック袋、洗濯物ハンガー、そろばん、スーツケース、果てはサンダル、スリッパまで楽器
として登場するその演奏は、これまでのPeace Questのステージでも最高？にユニーク。 
 
耳だけでなく目も離せないその演奏に、客席のみなさんもどんどん引き込まれ、オズワルドさんに促されるままに椅⼦から⽴ち
上がり、踊り出す展開は、オズワルドさんの⺟国、コートジボワールのバウレ語で「⾊彩に富んだ」「カラフルな」という意味だ
というそのバンド名通りのステージでした。 
 
ここでしばし休憩。ホワイエはでは、ガーナとスリランカでの活動紹介パネル展示に加え、悲しい事件を乗り越えようとしてい
る、大好きな国、スリランカに向けたメッセージをお預かりするボードを準備。ミチ・コーポレーションの「ぞうさんペーパー」
のハート型メモに書かれた「I love Sri Lanka」「頑張って！」などの愛情にあふれた励ましの⾔葉ですぐに一杯になりました。 



ガールズホーム併設の染め工房製品やガーナ、スリランカ物産のチャリティ販売、映像作家・写真家の⽵浪 明さん、ハーブと
アロマテラピーの専門店 「生活の⽊」、ニュージーランド産生はちみつ専門店 PBees（ピービーズ）のみなさんのブースが並ぶ、
ワールドバザール。毎回、さまざまな品物のご紹介と販売を通して、来場者のみなさんに世界を感じていただきたいと毎回開催
しているこの催しに、今年もたくさんの方がご来場、スタッフとのトークと、お買いものをお楽しみいただきました。 
 
特に、ガールズホームを訪問、⼦どもたちと壁画をリニューアル中の、タイ在住の画家・阿部恭⼦さんデザインのスリランカ応
援チャリティ・エコバッグと巾着は、初登場で「かわいい！」と大人気。来週あたり、表参道で話題になっている？かも。 
 
SPUTNIK カフェ（バーカウンター）では、お馴染みの紅茶やココアに加え、ウズベキスタン・キルギスタンなど、中央アジア
の本場伝統料理レストラン、「VATANIM（ヴァタニム）」（高田馬場）から届いた、食事パンの「ノン」、代表的なスープ「ショル
ヴァ」をご紹介。パリッと温めたノンと相性抜群のショルヴァに、たくさんのお客様が中央アジアを感じてくださいました。 
 
「ひとりでも多くのガンビアの⼦ども達が学校に⾏くことができるように」と、活動を続ける、特別出展団体「ガンビア友の会」
のブースでは、活動紹介と着物をリサイクルした手作り小物、⽔墨画のチャリティ販売に、多くの方が足をとめ、耳を傾け、商
品を手に取ってくださいました。 
 
休憩後は、恒例のチャリティ・オークションで再開。協⼒企業から頂戴した数々の素敵な商品に、今回も会場のお客様からたく
さんの手が上がっていました。ご協⼒下さいました企業・団体の皆様に心より感謝申し上げます。 
 
コンサート後半は、Peace Questといえば、この方々、社会貢献バンド、XQ’sが登場。 
久し振りにPeace Questに復帰した、vocalのMASAこと南 雅章さん、drumの太田 久士さんが加わった今回、息ぴったりの8
人の歌と演奏に、客席・ステージ一体となって盛り上がりました。 
フィナーレは、再登壇したオズワルド・コアメさんとン・ザッサに、SPUTNIKのスタッフも加わって、スリランカの⼦どもたち
の姿をバックに、恒例のWe are the world。お客様と一緒に声を揃えて歌い、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、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・・・ 
� 東日本大震災で被災した方への支援 
� SPUTNIK International Ghana 寺⼦屋プロジェクト費⽤  
� クレヨンお絵かき、そろばん教室に加え、手ぬぐい、工房★和ディンクラプロジェクトなど、 

日本の⼦どもたちとの国際交流教育のプログラムの充実を予定しています。 
� 2019年度のガーナ常駐スタッフの生活（移動・食事・住居など）支援 
� アコソンボやボルタレジンでの教育・医療支援 
� ＮＰＯ法人green birdとの協同プロジェクトであるゴミ拾い支援 

  他、ガーナでの活動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, Ghana そしてSri Lanka。我々の地道な活動が、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 
特別協⼒：原宿クエストホール 
後援：ＡＦＳ日本協会/ 日本⻘年会議所 /greenbird / 全日本ヨガ連盟/ BILLｙ Promotion 
協賛：BEAMS / 生活の⽊ / 星河 / 井上 勲 / 矢東タイヤ / シロノクリニック / 表参道倶楽部 / クーインターナショナル 

 英治出版 / シジダス 
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 / パン・アキモト 
    ハッピーブックプロジェクト / 葉⼭パッパニーニョ/ 双⼦のライオン堂 / ダイヤモンド経営者倶 [順不同] 
日時： 2019年 6月 2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 約260名 



◆出演者プロフィール  

Oswald Kouame 〜オズワルド・コアメ 〜 
（公式サイトhttp://oswaldkouame.jp/より） 
オズワルドは、⻄アフリカ、コートジボワール出身。7歳の時から、パーカッショ
ンを始め、コートジボ ワール国⽴芸術⽂化研究所(INSAAC)にて音楽学者 
(Musicologist)の学位を取得しました。 
パーカッションのリーダーとし てコートジボワール国⽴オーケストラやアフリカ
の伝統的な舞踏劇団など、数々のグループとアフリカ、ヨーロッパ各国で数多くのフェスティバル、コンサート に出演し、活動
拠点を広げました。また、スティービー・ワンダー、リテャード・ボナ、アルファ・ブロンディ、メイウィ(Meiway)、ASA(ASHA) 
など世界的な音楽家たちと共演やレコーディングも⾏いました。  
アフロ・ビート、ジャズ、ラテン、レゲエ、ファンク、R&B 、その他様々なジャンルの音楽（ン・ザッサ）を演奏し、またソ
ングライター、コンポーザーとして数々の楽曲の作詞、作曲、編曲を⾏っています。 
日本に拠点を移し、アフリカン・バンド「ン・ザッサ・ミュージック」(N’Zassa Music)のリーダーとして、各地で演奏活動を
⾏うとともに、様々な国籍・ジャンルのミュージシャンたちとのセッション、共演を⾏っています。 
また、大学、音楽専門学校、高校、中学校、小学校でのワークショップにも積極的に参加しています。 

◇Album 2013年 ファースト・アルバム「 Syncos Roots」をリリース （アフリカ） 
2016年 ライブ・アルバム 「Let’s Grooove!!!Live in Tokyo! 」をリリース （日本） 

 
社会貢献バンド XQ's （エクスキューズ） 
メンバーそれぞれの音楽嗜好性は、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】 Masa (南雅章 / みなみ まさあき)  

楽しく歌えることをモットーに、歌謡曲からJazz、Funk、ハードロックと幅広いジャンルを歌いこなす歌唄い。 

【guitar】⼭本 拓⼰（やまもと たくみ）：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 

【guitar】大川 哲郎（おおかわ てつお）：大川印刷 社⻑。1881 年創業のソーシャルプリンティングカンパニーを経営。 

スライドギターは天下一品。 

【guitar】重永 忠（しげなが ただし）：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。 

【guitar】井手 敏和 (いで としかず)：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 

【bass】田中 淳（たなか きよし) ： 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（おおた ひさし）：食を通してみんながハッピーになる事を考える、太田ハッピープランニング代表。 

心に響き沁みるドラミングが魅⼒。 

【keyboard】入⽊ 啓作( いりき けいさく)   

新宿の音楽スタジオ MUSIC MAN オーナー。Keyを弾いているが、ほんとはHerbie Hancock 好きのJazz Pianist ！ 

 



特別出展団体 ガンビア友の会  
⻄アフリカの国、ガンビア共和国。1995年にはじめて現地を訪問した際に、人々

との交流の中で教育制度充実の必要性を痛感した、現代表、阿野清治さん・美智

⼦さん。友人・現地の方の協⼒を得て、学費の援助を中心とした「ガンビア友の

会」を結成。以来20年以上、「ひとりでも多くの⼦ども達が学校に⾏くことがで

きるように」と、活動を続けられています。 

 

 

◆収支報告 
●収入の部 
協賛⾦   \450,000 
チケット  \263,000 
オークション  \89,600 

売上 物販（紅茶、シアバター、ぞうさんペーパー、
ココア、中央アジア料理 他） 

\78,397 

寄付・募⾦  \93,071 
     
合計   \974,068 

 
●支出の部 

 

 
総合計  収入 \ 974,068 - 支出 ¥ 397,537 ＝収益 ¥576,531 ※左記は概算です。 
 
今回のコンサートの収益⾦（\576,531）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ます。 
活動につきましては今後も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/SPUTNIKinternational/ 
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 
 

音響・照明 会場使⽤費含む \248,400 
仕入れ 物販（バーカウンター⽤飲料他） \15,299 
運営・制作費・謝礼 運営及びチラシ・パンフレット他 \96,000 
飲食費 
(スタッフ弁当代)   \25,000 

雑費   \12,838 
   
合計  \397,537 
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