
Peace Quest 2015 Spring-Summer 

～Challenge!!～ 

ガーナの子どもたちの輝く明日の為に 

開催終了のお礼 

 

皆さま、日頃よりあたたかなご支援、ご協力を誠にありがとうございます。 

皆さまのおかげを持ちまして、6月 28日、無事 Peace Quest 2015 Spring-Summerを開催
できたことをご報告するとともに、心より感謝申し上げます。 

 
今回のチャリティコンサートの収益は、ガーナの子どもたちの未来のために、大切に使わ

せていただきます。 

 

当日会場では、2011 年から続けているそろばん教室の開設当時の、そして最近の様子をム
ービーでお届けしました。 

ここガーナで子どもたちと一緒に私が実感している『あきらめず、取り組み続ける事の大

切さ』『それを通じて得られるものの素晴らしさ』をお伝えてできていれば幸いです。 

 

ガーナに住んでまもなく 5 年になりますが、ガーナの経済状況は去年より悪くなってきて
いるように感じます。通貨セディの目減りも激しく、外貨を持たないローカルのガーナ人

はかなり生活が厳しいのではと感じています。こうした背景から犯罪も多くなってきたと

聞きます。 

また、只今雨季まっただ中のガーナ。一ヶ月前、首都アクラは集中豪雨に見舞われ、雷雨

の中ガソリンスタンドが爆発、多くの犠牲者を出しました。洪水の影響で、日本の商社も

被害を受けました。衛生面ではコレラなど伝染病の発生も心配されます。 

こうして経済・自然の影響を身近に感じるられる事も、この地で、ガーナの人々のそばで

活動する意味の一つかもしれません。 

 
これからも一歩ずつゆっくりではありますが前に進み、諦める前にチャレンジを続けて参

ります。 

 
この度は、誠にありがとうございました。 

これからも、ご支援をよろしくお願いいたします。 
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Peace Quest 2015 Spring-Summer 
～『Challenge!!』～ 
実施報告書 

Jul. 2015 
一般社団法人 SPUTNIK INTERNATIONAL 

◆始めに 

みなさま、こんにちは！ 

今年はいつもより多く台風が発生しているそうです。 

空を見上げても曇り空という日々が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか？ 

 

平素は当団体に絶大なるご支援を賜り、心より御礼申し上げます。 

 

さて、今回も皆様の多大なるご協力の下、「PEACE QUEST 2015 Spring-Summer」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 

SPUTNIKは設立から15年がたちました。 

お蔭様でスリランカに2人、ガーナに1人の日本人スタッフを得て、我々の活動は順調に進んでおります。 

 

私たちは、この15年をひとつの区切りとして、新たな挑戦をしていこうと決意を新たにしました。今までの結果に満足せず、

更によりよい世界を作る為に様々な事に「チャレンジ」していこうという気持ちを抱き、23回目となるチャリティーコンサート

を行いました。 

 

今回のコンサートは・・ 

モデル・女優のKiyomi さんを司会に迎えて始まり、 創設理事 秋沢淳子の挨拶の後、SPUTNIK Internationalと国分敏子

さんのガーナでの活動、なかでも「そろばん教室」を中心に、ムービーを使ってご紹介しました。 

 

続くステージでは、まず、大阪のカリスマ柔道整復師、いきいき堂整骨院・院長、森村義仁さんによるエクササイズショー。

森村さん考案のスマポ・エクササイズを客席のみなさんと一緒に体験。 次に『障がいの有無を超え全ての子ども達の身

近に芸術を』をモットーに1999年より活動されているホットジェネレーションの皆さんが可愛らしく元気のいい歌やダンスを

披露。そして、お笑いタレント、コロッケさんの娘さんＭａＤｏ Ｋａさん、ダンサーのJoyさん、Amyさんによる華やかな歌と

ダンスのステージをお楽しみいただきました。 

 

休憩と、協力くださった企業・個人から素敵な商品のオークションの後は、すっかり御馴染みになりました社会貢献バンド、

XQ’ｓの皆さんの、素晴らしい演奏。フィナーレは恒例のWe are the worldを会場の全員で歌い、幕となりました。 

 

コンサート開演前と休憩時間、ホワイエでは、ガーナ、スリランカでの活動報告のパネル展示、ガーナ、スリランカの物産

のチャリティ販売、被災地支援の仲間達のテーブルが並ぶ国際バザールを展開。 SPUTNIK カフェのアフリカン・フード

のケータリング、ココア、紅茶などと合わせて、異文化に親しみ、国際交流について語らえる場としました。 

 

国際バザールで一定額の買い物をしてくださったお客様に、カリフォルニア発のオーストラリアンブーツのブランド

「BEACH  FEET」様提供のブーツ（men's、lady's各一足）が抽選で当たる来場者プレゼント、いきいき堂整骨院スタッフの

みなさんによる健康グッズ紹介、足もみ健康法「官足法」友の会認定講師のみなさんによる足つぼマッサージの実演も行

われるなど、今回のホワイエは、ステージに負けないくらいの活気に溢れていました。 

 

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感謝しております。 

 



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、移動図書館など子供達の教育の各プロジェクト） 

・201５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 

・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, Sri-Lanka。 

  我々の地道な活動が、必ず世界平和への道とな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 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 /Creator’ s Communication [ 順不同] 

協賛：BEAMS/ 生活の木 / 矢東タイヤ/ 星河/ ミキジ/ スケールエナジー/ セグウェイジャパン/ 大塚寛/ 

    シロノクリニック/ クーインターナショナル/ 英治出版/ 内海勝統/ ユーエムイー/ グランドデザイン/ 

    麻布サイコ& カウンセリングクリニック/ 石井学習塾[ 順不同] 

協力: ドクターシーラボ/ 西日本陶器/ ピアザエコファームカフェ632 / 美容室BILLy / ギャラリー凛/ 

    葉山パッパニーニョ/ 双子のライオン堂/ ハッピーブックプロジェクト/ [ 順不同] 

 

日時：2015年6月28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： 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 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２５０名 

 

内容： 

・プレゼンテーション： SPUTNIK International Ghana活動報告 

・チャリティ・オークション 

・チャリティーコンサート：（出演順）  

森村義仁/ ホットジェネレーション / Madoka Joy, Amy / 社会貢献バンドXQ’s 

・ホワイエバザール  

ガーナ、スリランカ、他各国物品販売、 

スリランカ染工房プロジェクトの紅茶・草木染め製品、東北支援のチャリティ販売 

・ガーナ、スリランカ活動紹介コーナー 

・古本寄付受付（ハッピーブックプロジェクト）、そろばん、文房具寄付受付 

 

プログラム： 

司会：Kiyomi （モデル・女優） 

14：00～14：20  開会 

SPUTNIK International 創設理事 秋沢淳子挨拶 

SPUTNIK International Ghana活動報告(ビデオ) 

14：20～14：40  エクササイズショー 森村義仁 

14：40～15：00  パフォーマンス  ホットジェネレーション 

15：00～15：20   コンサート・ダンス Madoka、Joy,  Amy  

15：20～15：45  休憩 

15：45～16：00  チャリティ・オークション 

16：00～17：00  コンサート 社会貢献バンド XQ’s  

エンディング“We are the world”（全員） 



◆出演者プロフィール 
森村 義仁  （もりむら よしひと） 

 

大阪府守口市生まれ、３４歳。 

平成17 年に国際東洋医療学院柔道整復学院を卒業し国家資格である 

柔道整復師を取得。同４月、大阪府守口市に『いきいき堂整骨院』を開院.。 

 

いきいき堂整骨院は… 

身体の調子が悪いと、それが原因で気分も落ち込みます。 

身体を活性化する事で気分も楽になって頂きたいとの思い から、いきいき堂を開院しました。名前のごとく全ての

人の心と身体を“いきいき”としてもらう事をモットーにしています。ステージでは、私が考案した、『スマポ・エクサ

サイズ』のエクササイズショーをご覧頂きます! !お 楽しみに!! 

スマポ・エクササイズについて 

スマポとは、 

x ス…ストレッチ 

x マ…マッスルトレーニング 

x ポ…ポール 

の頭文字を組み合わせた言葉です‼ 

エクササイズで美と姿勢と健康を短時間で手に入

れる‼ 姿勢を create する‼ 人生を create する画期

的なエクササイズです‼ 

 

 

ホットジェネレーション 

 

『障がいの有無を超え全ての子ども達の身近に芸術を。』をモッ

トーに 1999 年より活動を開始。 

ボランティアスクールには、100 名を超えるメンバーが在籍する。

その内、約７割が障がいを持つメンバー。 

年二回、プロのミュージカル俳優らと共演するオリジナルミュー

ジカル公演は、マスコミにも数多く取り上げられ、多くの共感を呼

んでいる。 

 

次回公演： ８月２５火曜 きゅりあん大ホール 

ミュージカル『Power 第二章〜革命〜』 

ホットジェネレーションのブログ http://ameblo.jp/hg1999/ 

 

MADOKA 

1987 年生まれ ボーカリスト（シンガーソングライター） 

2005 年 7 月チャカ・カーン&ルーファスのボビー・ワトソンと映画「ゴーストバスターズ」テーマ曲 

のレイ・パーカーJr.のプロデュースにて、デビューアルバム「Muses-Trap」をリリース。デビュー 以

来、ロック・ポップス・シャンソンなどジャンルに拘らず、バラッド的(叙情的)で妖艶な世界観を 表現

し、都内近郊を中心に音楽活動中。 【2012.11.10~】海外映画祭出品:映画「JUDGEMENT」が劇場公

開される。挿入歌担当として関わる (主題歌:ミュージシャン MADOKA) 

【2010.10～】かわさき FM79.1MHz にて自らがパーソナリティを務める「Get The Count Down ~ 

MADOKA の黄昏・ランデブー」放送開始。毎月第３水曜18:00～19:00 生放送中！ 

【2012～】2 世タレント(父:コロッケ)としてバラエティ番組などでタレント活動開始 

2015 年公開の映画「新宿ミッドナイトベイビー」（監督兼製作総指揮：寺西一浩）出演  

 

http://ameblo.jp/hg1999/


ダンサー JOY  

1985 年10 月7 日東京生まれ。ロックからシャンソンまで、

あらゆるジャンルの歌、楽器の生演奏に合 わせ、歌い

手、奏者の方と同じ舞台で踊るダンスパフォーマー。 パ

ワフルでありながら、時にとても妖艶なその踊りは、私た

ちの目をくぎ付けにします。 「合わせて踊るだけではなく、

もっと豊かな感情を、喜怒哀楽を込めて踊りたい!観てくだ

さる方に、も っと歌の世界観が伝わるようにしたい!」と、

常に周囲から学び、踊りと自分自身をさらにレベルアップ

させようとするひたむきな向上心は、チーム全員も認める

ところ。息の合ったチームで、仲間の“歌” と“音”を抱いて踊る JOY にご注目を! 

ダンサー Amy  

ダンス講師として、幅広い年齢層の生徒たちに、ダンスの楽しさ、素晴らしさを伝え続けている。HIP-HOP Dｄａｎｃｅ ADS 代表。 

今回も、Peace Qｕｅｓｔの舞台でダンサーＪＯＹとの母子共演をお楽しみに！ 

 

 

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」。 

バンド理念は、「BSR」=（Band Social 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】 

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、大西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と言うドイ

ツ語、英語、日本語のラップと歌のバンドにて出

場。4カ国 100バンド以上参加した中から優勝。

以来、オーストリアを中心にドイツ、スイスなど

でライブ活動を行う。 

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動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、長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 社長 。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 社長。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 社長。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 

重永 忠 

生活の木、Tree of Life 社長。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 

 

【keyboard】 

入木 啓作 

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！ 

 

 

Kiyomi 
 

1994 年生まれ モデル。M2 Co.,Ltd 所属。 

日本人の父とフィリピン人の母を持つ。 

趣味はフットサル、温泉巡り、スポーツ観戦。 

大学まで女子サッカー部に所属。現在もフットサル、スポーツチャリティイベン

トに参加 

東日本大震災子供支援団体「青空笑顔Project」メンバーとして活動しているほ

か、2013 年のフィリピン災害ではチャリティーを実施、国連を通し寄付。 

non no、JELLY、EDGE Style、エムズエキサイト ポスター、 

2014 東北震災支援七夕イベントフロアショー、2014 年TOC 

サクラコレクション 2013、エムズ雛祭り 

2014 旅博フィンランド航空ゲスト（Kiyomi トークショー/ファッション美容術） 

日本政府観光庁、日本政府観光局「Japan ASEAN+INDIA Travel Mart 2014」 

INORAN PV (By LUNA SEA) 、CASIO プロモーションモデル など 

身長169 B 84, W 58, H 85 



◆収支報告 

●収入の部 

協賛金   ￥740,000 
チケット  ￥184,500 

オークション  ￥47,800 

売上 物販（ガーナココア、スリランカ ぞうさんペーパー他） ￥37,492 

寄付  \100,237 

     

合計   ¥1,110,029 

 

●支出の部 

音響・照明 会場使用費含む ￥237,000 
仕入れ 物販（バーカウンター用フード、飲料他） ￥23,000 

運営・制作費・謝礼 運営及びチラシ・パンフレット他 ￥120,000 

飲食費(スタッフ弁当代)   \31,500 

雑費   \6,323 

   

合計  \417,823 

 

総合計  収入 ¥1,110,029  －支出 ¥417,823  ＝収益 ¥692,206     ※左記は概算です。 

 

今回のコンサートの収益金（¥692,206）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 
 

https://www.facebook.com/SPUTNIKinternational/
http://sputnik-international.jp/


Charity Concert   PEACE QUEST 2015 spring-summer 

左から右へ（敬称略）
１列目：いきいき堂／同左／同左／同左
２列目：ホットジェネレーション・Madoka・JOY・Amy ／ホットジェネレーション／同左／同左
３列目：Madoka・JOY・Amy ／ Madoka ／ JOY ／ Amy
４列目：社会貢献バンド　XQ’ s ／同左／同左／同左
５列目：チャリティーオークション／オーディエンス／みんなで合唱「We are the World」／ XQ’ s ボーカル Peko
６列目：足つぼマッサージ／ミカチェンコより寄付／ホワイエ／物販コーナー
７列目：展示による活動紹介／バーカウンター／受付スタッフ／スタッフ全員集合


