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◆始めに
梅雨明けが待ち遠しいこのところの天候ですが、皆さまお変わりなくお過ごしのことと思います。
皆様のご協力のお陰をもちまして、通算 27 回目を迎える「Peace Quest2017 Spring-Summer」を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、ご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、
今後ともご指導よろしくお願いいたします。

◆イベント概要
設立かSPUTNIK Internationalが、今年、合い言葉として選んだのは
“Sympathy～心をひらき、認め合おう〜”です。
昨年来、世界中で、他の国、異なる文化や習慣を持つ人との関わりを、できるだけ避けようとする動きが盛んになっていま
す。しかし、その先にある、より内向きで、多様性に対して不寛容な社会が、果たして、私たちにとって、今より幸せで、安
心なものになるでしょうか？それが、私たちがこどもたちの未来に、残したい世界でしょうか？
私たちSPUTNIK Internationalは、
一人でも多くの人に世界に向かって開かれた心の窓を持ってもらう事、
異なる文化・習慣との出逢いを、その違いを認め合い、お互いに尊敬し合える友を持つチャンスと捉える事
こそが、平和な世界へ通じる道だと信じ、今年１年、活動します
そんな決意を胸に、スタッフ一同心を一つにして準備に臨み、今年最初のPeaceQuestに、皆さまをお迎えしました。
.
今回のコンサートは・・
司会のSPUTNIK 学生部、長友賢人の紹介で登壇した創設理事の秋沢淳子から皆さまへのご挨拶のあと、
SPUTNIK International Ghana 国分敏子からの皆さまへのメッセージを、現地の様子をご紹介する映像をバックに、秋沢淳子
が代読させていただきました。
続くステージでは、まず。Ｋ－ＰＯＰシンガーソングライター、韓国ドラマオリジナルサウンドトラック界のプリンス、JUST(ジ
ャスト)が登場。翌日のコンサートのために来日直後にも関わらず、「チャリティーなら」と参加。大人気韓国ドラマのシーンを
背景に、ゲストのみなさんをうっとりさせる歌声を披露してくださいました。
続いて日本人の父、ガーナ人の母の間に生を受けた３人兄弟のボーカルユニット、YANO BROTHERSが登場。Peace
Questは3年振りのステージとなる3人が、たくさんの想いと願いが込められた、日本とアフリカの魂の融合・ジャフリカンサウ
ンドをたっぷり聞かせてくれました。
休憩をはさんで、恒例のオークション。若いボランティアスタッフと秋沢淳子の進行のもと、協力企業皆さまの素敵な商品に
例年以上のたくさんのお客さまの手が上がりました。
そして、多くのお客様が待ちに待った、今年結成１０周年を迎える社会貢献バンド XQ’ｓがステージに。今回も、Pekoさん、
Masaさんのボーカルお二人が、おなじみの、ハートの底からカッコいい大人のバンドの円熟の演奏をバックにたっぷりと聴
かせてくださいました。
フィナーレは、ステージ、客席一体になって、恒例のWe are the worldを歌い、幕となりました。
ホワイエでは、ガーナ、スリランカでの活動紹介パネル展示、紅茶、ぞうさんペーパ^などのスリランカ物産、ガーナのシアバ
ター、YANO BROTHERSの矢野デイビッドさんが主宰する自立支援団体「Enije（エニジェ）」のガーナアクセサリ、そして今回
はじめての出展となる国、カンボジアゆかりの品として、一般社団法人クマエのバナナペーパー製品などのチャリティ販売
を行いました。
SPUTNIK カフェでは、協賛頂いたビール、ガーナ産のココアやスリランカの紅茶、スタッフで、横浜馬車道通 韓国家庭 料
理 URIDURI（ウリドゥリ）店主Jenny Oｈ手作りの韓国フードをお楽しみ頂き、みなさまに、ひととき、異文化体験や国際交流
の楽しさを感じていただきました。

後援、協賛、協力下さった皆様、ご来場、ご出演いただいた皆様、当日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、若い力を感じる、楽しく、活気あるコンサートであったことを、心からの感謝を込めて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、移動図書館、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
・ 2017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, Sri-Lanka, Ghana。我々の地道な活動が、必ず世界平和へ通じる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 Organization Sri Lanka
特別協力： 原宿クエストホール
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 / 日本青年会議所 /
協賛：
BEAMS/ 生活の木 / 矢東タイヤ/ 星河/ ミキジ/ 井上 勲/ 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/ 英治出版/ 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/
[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 / 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 /
横浜馬車道通 韓国家庭 料理 URIDURI（ウリドゥリ）
日時: 2017年6月10日（土） コンサート開演14：00～ ホワイエバザール12：00～
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 入場無料
入場者数： コンサートとホワイエバザール合わせて 約300名
内容：
・プレゼンテーション： SPUTNIK International 団体紹介、Ghanaでの活動報告、
・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）
JUST （K-POPシンガー） YANO BROTHERS（ヴォーカルユニット） XQ’s（社会貢献バンド）
・司会：長友賢人（SPUTNIK International学生部）
・ワールドバザール
ガーナ、スリランカ、カンボジアなど国々ゆかりの物産、雑貨のチャリティ販売
スプートニクの活動、ガーナ文化を紹介するパネル展示
・バーカウンター （ガーナ産ココア、、スリランカ紅茶等のチャリティ販売）
・そろばん、古本寄付受付（ガーナそろばん教室、ハッピーブックプロジェクトの為に）
・文房具寄付受付

◆出演者プロフィール
JUST（K-POP シンガー、“韓国ドラマオリジナルサウンドトラック界の
プリンス”）
JUST の歌は韓国ドラマファンであればどこかですでに聴いたことがある楽曲。日本でも
人気のドラマ「私の名前はキム・サムスン」の『手放せない愛』をはじめ、「チュオクの
剣」の『悲歌』、「グリーンローズ」
の『GREEN ROSE』、「BAD LOVE」の『中毒』、「マイスウィートソウル」の『迷路』、「星
から来たあなた」の「I LOVE YOU>など、ヒット曲多数。現在、「韓国ドラマ OST 界のプリ
ンス」として絶大な人気を誇る。
JUST は歌手でありながら韓国人気グループ SS501 や KARA のボイストレーナーを務める等、
多彩な才能と魅力溢れる歌唱力は評価が高く多くの人々を魅了し続けている。
JUST ホームページ：http://www.just-official.jp/

YANOGROTHERS （ボーカルユニット）
矢野マイケル、デイビット、サンシローの兄弟で結成された
ユニット。
日本の父、
ガーナ人の母の間に生を受けた 3 人は、
幼少期に日本へ渡来。その後日本で育つ。それぞれの人生を
歩んでいたが 2013 年の 4 月からついにユニットを結成。
３人
が見てきた様々な景色から作られる、ジャンルにとらわれな
い音、アフリカと日本がブレンドされた歌声とハーモニーが
聴く人の心を掴んで離さない。
公式ホームページ：http://yanobrothers.com/
矢野デイビッド主宰
自立支援団体 Enije（エニジェ）ホームページ

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。
2016 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。
【vocal】 Masa ( 南 雅章)
日本一 歌唱力あるペンキ屋さんから、日本一 歌唱力あるラーメン屋さんにこのたび転身。歌い手として様々な場所で歌い、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。

【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
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！

◆収支報告
●収入の部

協賛金
チケット
オークション
売上
寄付

物販（ぞうさんペーパー・紅茶他）

合計

\860,000
\169,500
\68,900
\71,938
\72,810
\1,173,148

●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

\237,600
\19,941
\148,807
\27,500
\2,741
\436,589

収入 \1,173,148 －支出 ¥436,589 ＝収益 ¥736,559

※左記は概算です。

今回のコンサートの収益金（¥797,539）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

