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◆始めに
平素は当団体に絶大なるご支援を賜り、心より感謝を込めて御礼申し上げます。	
 
さて、今回も皆様の多大なるご協力の下、
「PEACE	
 QUEST	
 2012	
 Autumn-Winter」を大成功裏に終えることができました。	
 
本当にありがとうござました。ここに概要を記し、報告とさせていただきます。
まだまだ至らぬ点も多々ございますが、今後ともご指導、お力添えのほど、よろしくお願いいたします。	
 

	
 
◆イベント概要	
 
今年のテーマは、『つながり~youʼve got a friend~』です。
東日本大震災からもうすぐ2年。私達は、未曾有の大震災を経験しそこで助け合う多くの人々の暖かい活動に触れ、あらためて「私達はひと
りじゃない！」ということを実感することができました。今年は、私達が確信した「つながり」をコンサートを通じ多くの人々に感じて
いただきたいと考えています。	
 
SPUTNIKとは、ロシア語で「一緒に歩む者」という意味です。私達は、常に人と人とのつながりを大切に、嘆き悲しむ人々の側に立ち、一緒に明
るい未来に歩んでいきたいと考え、活動しています。
『異文化を体験し、お互いの文化・価値観・宗教・習慣などを学び理解し尊重することで、誤解からおこる無用な争いを防ぎ、活動の延長線に誰
もが安心して住める平和な世界を目指す』というテーマは我々にとって重要でありますし、今後も推進していく所存です。
今回のコンサートでは・・・、
まずスリランカのエシャンタ・アーリヤダーサ理事長のビデオメッセージを通し、2012年の活動報告をいたしました。
この中で、孤児院の子供達の様子、国際交流会館での活動の様子など、皆さんにご覧いただけたと思います。ホワイエでは、スリランカをより
良く知ってもらえるような展示や、東日本大震災の被災者を支援する様々な活動の報告、スリランカやガーナの特産物や民芸品の販売、スリラ
ンカのフィンガーフードの販売などが行われました。
今回のステージには、カリスマ美容師集団が生み出したアイドルグループＣｌｉｐＣｌｉｐや福島をはじめ、震災後は東北でのコンサートも多数実施し
てきた若者ヒップホップグループＦｉｓ block、去年末のＰＱで美しく舞ってくれたＭａＳａＫｏが仲間を連れて参加してくれます。御馴染みの社会貢
献バンド、「XQʼｓ」の皆さんにも、勿論、素晴らしい演奏をしていただきます。
今回のコンサートもご協賛いただきました皆様、ご来場いただいたお客様、イベントに携わった多くのボランティアスタッフの皆様の力があって
こその大成功であったと自負しております。
今回得られた収益は・・・
・	
  SPUTNIK International SriLanka>>>>国際教育文化交流会館維持/2013年度の常駐日本語教師支援/SPUTNIK Girls Homeの孤児達の支援
・	
  ＮＰＯ法人グリーンバード協同プロジェクトであるスリランカでのゴミ拾い支援
・	
  スリランカ、クルネガラにある高校に通う生活困難家庭の優秀な生徒への奨学金（20名）
・	
  (財)エイエフエス日本協会様と共同で行っているスリランカ高校生の『日本への1年間留学』支援
その他、スリランカでの活動で必要と思われる事案など

に対し使われます。

SPUTNIK	
 International	
 Japan,	
 Sri-Lanka,	
 Ghana。我々の地道な活動は必ず世界平和への道であると信じております。	
 
	
 
	
 
	
 

◆実施概要	
 
主催：一般社団法人SPUTNIK International 及びSPUTNIK International SriLanka Organization
後援：スリランカ大使館/日本青年会議所/ＡＦＳ日本協会/人間力開発協会/リベラルアーツ推進協会/greenbird/心
とからだの研究会[順不同]
特別協力：原宿クエストホール
協賛：生活の木/BEAMS/フェアリーテール/英治出版//医療法人社団 シーズ・メディカル/星河/クーインターナシ
ョナル/ミキジ／ユーエムイー/麻布サイコ＆カウンセリングクリニック/グランドデザイン＆カンパニー/他[順不同]
協力:西日本陶器/ピアザエコファームカフェ/ドクターシーラボ/ハッピーブックプロジェクト/CreatorsʼComunication/
ビリー/グレース/サザンクロス
日時：2012年12月9日（日）開場 ホワイエバザール11：00〜 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： コンサート 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 お気持ち寄付
入場者数：コンサートと国際バザール合わせて 約 ３00名
内容：
・プレゼンテーション：「スリランカでの活動報告」/パネルにてＧｉｒｌｓＨｏｍｅ報告・ダーネのお願い
・チャリティーオークション
・チャリティーコンサート：出演：Clip Clip、Fis block、MaSaKo、社会貢献バンドXQʼs 他
・ホワイエバザール
・スリランカの紹介コーナー
・古本寄付受付（ハッピーブックプロジェクト）、古着、文房具寄付受付
プログラム：
司会進行 杉浦たかふみ
14：00〜14：30 開会挨拶・活動報告（SPUTNIK Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏａｎｌ ＳｒｉＬａｎｋａ理事長エシャンタ・アーリヤダーサ）、大学生団体による SPUTNIKボ
ランティアツアー体験報告
14：30〜15：20 CliopClip/Envoyer de ＭａＳａＫｏパフォーマンス/Fisblock
15：20〜15：35 休憩
15：35〜16：15 オークション
16：15〜17：45

XQʼS パフォーマンス

◆出演者プロフィール

XQʼs
ソーシャルレスポンシビリティーな生き方を使命とするメンバーで構成されている、社会貢献バンド「XQʼs」。
メンバーの音楽嗜好性は、ジャズ、オールドロック、フュージョン、ソウル、ヘヴィメタル、アダルトコンテンポラリーと多種多様。
そんな異なる音楽性のユニットで社会のお役に立ちたく、左脳よりも右脳を働かせながら活動している。
XQʼs のミッションステートメントは BSR（Band Social Responsibility)＝「バンド活動で社会貢献」

フィス

ブ ロ ッ ク

Ｆｉｓ ｂｌｏｃｋ
J-Pop とラップを融合した独自のメロディアスな「Hip Pop」サウンドを実現した、
期待のアーティスト。
デビュー曲「START」は、
TBS テレビ「みのもんたの朝ズバッ！」にも採用された。
福島をはじめ、震災後は東北でのコンサートも多数実施。

マ

サ

コ

MaSaKo (ダンサー＊コリオグラファー)
チ ー ム

ア ン ボ ワ イ エ

+ Team Envoyer

大阪に生まれ、５ 歳の頃に母親の薦めでバレエに出会う。法村友井バレエ学校にて８ 年間バレエを学び、高校生から始めた
新体操では、経験者ばかりで競争率も激しい中、インターハイ・国体に出場し上位入賞を修める。高校卒業後、十代のうちに築
き上げたスキルと突き進む探求心を持って次なるステージを求め、子供の頃からの夢であったアメリカロサンゼルスへ単身旅
立つことを決意する。
渡米後まもなく運命の糸に引き寄せられ、ジェニファー・ロペスが輩出されたダンスユニット「Fly Girls」のオーディションを受け、
見事 2000 人の中から初の日本人ダンサーとして選ばれる。この Fly Girls は当時アメリカやヨーロッパでも人気のコメディー番
組である Fox TV『In Living Color』の番組内女性ダンスユニットである。ここで番組レギュラー出演を果たし、多数のトークショー
やＣＭ 、雑誌にもゲスト出演する。他にも Disney VSDA、Calvin Klein のファッションショー等アメ
リカで数多くのステージを踏み、言葉の壁を越えてダンサーとしての夢を実現し成功を掴む。
日本帰国後は、仕事先でのスカウトがきっかけとなり、劇団四季のオーディションを受け、入団後すぐに『日曜はだめよ！ 』の
演目が決まり出演する。しかし、ダンサーとして新たな挑戦を求め、退団を決意する。
その後プライベートで訪れた NY で、アーティスト MYA に出会い、ミュージックビデオ『MovinʼOut：BET Version』にダンサーとし
て突如出演する。MYA の米プロモーションイベントや米ツアーにも参加する。
日本国内での活動も加わり、さらに勢いを増し順風満帆かと思われた活動も、本番中でのアクシデントにより左膝前十字靭帯
と大きなダメージを受ける。手術後、２ ヶ月という短い期間で復帰し、様々な CM、ステージ、PV、雑誌等、幅広くダンサー・コリ
オグラファーとして活動を再開する。2003 年には ASHANTI JAPAN TOUR にダンサーとして参加。更には 2000 年から、日本で
もトップアーティストである久保田利伸全国ツアーの振付兼ダンサーとして出演し、2011 年で５ 回目を迎える。
現在は本格的にプロダンサーの育成にも力を入れ、2008 年ついに本物のエンターテイメントを突き詰めるべく「自分発信」をテ
ーマにセルフプロデュースするダンスパフォーマンスプロジェクト「Envoyer de MaSaKo（ アンボワイエドゥマサコ） 〜
MaSaKo からの発信〜 」を立ち上げ、舞台を開催している。日本にとどまらず世界へ、そしてダンサーという名にとどまらず一
アーティストとして、その活躍・表現の場を広げ続ける。

クリップ

クリップ

Ｃｌｉｐ Ｃｌｉｐ

女性がもっと変われる事を伝えたい、美容師達が提案するアイドル『clip clip』
全国の美容業界の強力なバックアップのもと、『美容 アイドル』という新しいジャンルのアイドルユニット！
■■■ 一流美容師の手によって多様に変化するビジュアル ■■■
『clip clip』のヘアメイク・衣装を担当するのは現役の一流美容師達、彼らの手によって彼女達の世界はポップ・キュート・ドレッ
シー・モダン・セクシー・カジュア
ル と無限に広がります。
■■■ 美容業界によるプロモーションバックアップ ■■■
『美容業界から発信するアイドルユニット』をコンセプトに、全国1000店舗の美容室・サロンに来店するお客様をメインにプロモ
ーションを仕掛けます。
また、美容業界関係者が開催するヘアショーなどにも積極的に参加します。
■■■ 一流アーティスト達によるお洒落な楽曲 ■■■
ミュージックシーンの第一線で活躍するアーティスト達（ 『A.F.M.P.』）がclip clipのために集まった覆面ユニット、彼らの手によっ
て生み出される楽曲はアイドル
ソングでありながらお洒落な雰囲気を持ち、美容院でのパワープレイも間違いなし。

◆収支報告	
 
●収入の部	
 
協賛金

\660,000

チケット

\179,500

オークション

\71,700

物販

\65,000

寄付

\69,000

合計

\1,045,200

	
 
●支出の部	
 
音響・照明

会場使用費含む

\231,000

運営・制作費・謝礼

運営及びチラシ・パンフレット他

\170,000

飲食費

￥35,000

雑費

￥20,000

合計

\456,000

総合計	
 

収入 1,045,200‐456,000＝589,200	
 
※上記は概算です。	
 

	
 
今回のコンサートの収益金（\589,200）は全てが上記、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。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。
また、進捗などにつきましてはホームページに随時あげてまいりますので、時々ご覧いただければ幸いです。
今後とも宜しくお願い致します。
一般社団法人 SPUTNIK International 一同
	
 
	
 

	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

http://sputnik-international.jp/

