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AFRICAN CRAFTS, FOOD, FASHION & MUSIC



実施概要1

タイトル：　AFRIKA meets KANSAI 2017（アフリカミーツカンサイ2017）

主　   催： AFRIKA meets KANSAI 実行委員会
sapported by NGO SESCO  /  NPO Groupe Alternative（GA)  /  NPO E.P.U.M.A, Belgium

テ ー マ：　「ダイアスポラと平和」

会　　場： [神戸ファッションマート 9F  イオホール ]  〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 6 丁目 9 番地

参  加  費： 一般 当日 2,500円　前売2,000円　学生 当日 1,500円　前売 1,000円　
チケットの販売方法：e＋（イープラス）チケット

参加者数： 約550人

開催日時： 2017年 11月 11日 ( 土 )　

14：30  開　 場　ホール：ブースオープン ▶アフリカンフード・アフリカン雑貨の展示販売
　　　　　　　　　ロビー：写真展  ▶サプールを世界に紹介したカメラマン「ボドウェン・ムアンダ」サプール写真展

15：00  第 1部   オープニングアクト ▶アフリカンミュージック&ダンス /1、2のサンバ

15：30  第 2部　フォーラム ▶テーマ「ダイアスポラと平和」
18：00  第 3部　パーティー ▶来賓ご挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　アフリカンミュージックライブ /ラシッド・アズーズ
　　　　　　　　　　　　　　　アフリカンミュージックライブ /YANO  Brothers
　　　　　　　　　　　　　　　サプールファッションショー
　　　　　　　　　　　　　　　ファッションコンテスト  対象：来場者全員　審査員： センダ・ルクムエナ
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後　　援： 在日本アフリカ外交団 (ADC)  　在日アフリカ各国大使館  

協　　賛：

　AAK　民間外交推進協会（FEC）　エンタープライズパールジェームズ　株式会社ベスト企画　WAFRIKA　株式会社 京屋　

神戸市 神戸商工会議所

神戸情報大学院大学
株式会社ディスティンクション

実施概要2

告　　知：　国内外関係機関、在日アフリカ大使館等 リーフレット配布
　FM COCOLOスポットCM・番組内告知【スポットCM期間 9月～当日】
　AFRIKA meets KANSAI 公式ホームページ / http://www.afrikameetskansai.org/
　　　　　　　　　　  公式 Facebook https://www.facebook.com/afrikameetskansai
　兵庫県国際交流協会　
　アフリカのネットワークを持つ世界各国の団体
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来賓ご挨拶

◀
ADC 在日本アフリカ外交団副理事
ジブチ共和国駐日大使
ジブチ共和国大使館全権特命大使
アホメド・アライタ・アリ閣下

左から▶
駐日エチオピア連邦民主共和国大使館

　特命全権大使
チャム・ウガラ・ウリヤトゥ閣下

駐日ボツワナ共和国大使館
特命全権大使

ンコロイ・ンコロイ閣下

駐日ジンバブエ共和国大使館

駐日マラウイ共和国大使館
参事官 スティーブン・T・J・モズィ様

駐日エチオピア連邦民主共和国大使館
一等書記官

メハリ・ベルハネ・テスフ様

神戸商工会議所 副会頭
伊藤紀美子様

実行委員長 /通訳
センダ・ルクムエナ
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神戸市 医療・新産業本部 企業誘致部 新産業創造
担当課長　多名部 重則 様



展開内容1

第1部 オープニングアクト　アフリカンミュージック&ダンス
　　　　　　　　　　　　　  出演：1、2のサンバ

第 2部 フォーラム　テーマ「ダイアスポラと平和」

「ダイアスポラ」の意味
語源は「撒き散らされたもの」という意味のギリシャ語に由来する言葉で、
元の国家や民族の居住地を離れて暮らす国民や民族のコミュニティ、または
そのように離散すること自体を指します。
近年では移民と同意語で使われることもありますが、AFRIKA meets KAN
SAI では、「自らの国を離れ生活する人々は平和の架け橋となる」と考えその
存在の重要性を “他国で暮らす日本人” と “日本で暮らす外国人” の目線から
社会・文化・経済における役割りを考察しフォーラムを行いました。

パネリスト：ウスビ・サコ  京都精華大学2018年 4月より学長
　　　　　　エドワード・スモト  ボランティア団体ミックスルーツ・ジャパン代表
　　　　　　デビッド・矢野  YANO BROTHERS
　　　　　　センダ・ルクムエナ  AFRIKA meets KANSAI 実行委員長
コーディネーター ：深尾 幸市
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第3部 パーティー　アフリカンミュージックライブ1
　　　　　　　　　　出演：Rachid AZZOUZ（ラシッド・アズーズ）

アフリカンミュージックライブ2
出演：YANO BROTHERS（ヤノブラザーズ）

アフリカ・アルジェリアの山岳地帯カビル出身で、現在パリにて活躍するミュージシャン。
北アフリカの先住民族ベルベル人であるラシッドは、幾度の侵略、何千年もの混乱の時を
超え、古来の伝統と慣習を愛する人達によって守られ、後に中世ヨーロッパの文化と結び
つき融合したベルベル伝統文化の継承者です。友達とサッカーをして遊ぶかわりに、空き
缶と釣り糸でギターを作るような少年でした。　
美しいベルベル音楽のメロディーは、彼の誠実な性格とアイデンティティーを表現した素
晴らしいステージとなりました。

展開内容2
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◀写真左から、矢野マイケル /矢野デイビッド /矢野サンシロー

ガーナ人の母と日本人の父を持つ今注目のアーティスト。母親の祖国ガーナ共和
国で生まれ、幼い頃を過ごした3人。
しかし当時国内の治安は悪く、自宅が強盗に襲われすべてを失ったことをきっか
けにマイケル8歳、デイビット6歳、サンシロー3歳のときに一家は日本へ逃
れた。2013年 4月、実の兄弟でヴォーカルユニット「YANO BROTHERS」
を結成。
肌の色などによる差別を受けながらもそれを乗り越え、夢を叶えつつある3人
は辛い時期を乗り越え、音楽を通して様々な人々の心を掴んでいる。



第3部 パーティー　 　サプールファッションショー
　　　　　　　　　　　スペシャルゲストモデル：Godeliv Van Brandt ( ゴデリブ・ヴァン・ブランド：ベルギーで活躍するモデル、女優）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Anado KABIKA ( アナドー・カビカ：DRコンゴ インターナショナル準ミス、モデル )

モデル：男性5名 /女性 12名
舞台演出：マギー・モンガザ・モザ（ベルギーより招聘）

衣裳提供デザイナー：藤本 ハルミ　田仲留美子　佐藤悦枝
衣裳提供ブランド：WAFRICA（ワフリカ 西アフリカ生地を使った着物）
DJ：Keiko OKUMURA

展開内容3

06▲Godeliv Van Brandt ◀Anado KABIKA

サプールとは、アフリカ・コンゴで
生まれたお洒落で優雅なファッショ
ニスタたち。日本では男性だけのも
のと思われがちですが、実は女性の
サプールもたくさんいます。
私たちが伝え続けている「サプール
の精神」は、上品な着こなしとエレ
ガントな身だしなみ、そして何より
「平和を愛する人々」として、今もなお
世界中の人々の心を掴んでいます。



第3部 パーティー　 　アフリカビジネスコンテスト『神戸市賞』（優勝者）表彰式
　　　　　　　　　　　受賞者：モハメッドさん
　　　　　　　　　　　　　　プレゼンター：神戸市医療・新産業本部企業誘致部 新産業創造担当課長  多名部 重則 様

展開内容4
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AAK（AFRICA ASSOCIATION OF KYOTO）のコラボレーション企画として、
予めアフリカでのビジネス企画を募り、プレゼンテーション～審査を経て、イベント
当日に受賞者発表と授賞式を行ないました。

　　　　　　　　　　サプールコンテスト 『神戸市賞』（優勝者）エントリー～選考～表彰式
　　　　　　　　　   対象：イベント来場者全員
　　　　　　　　　　　　　  審査員：神戸市医療・新産業本部企業誘致部 新産業創造担当課長  多名部 重則 様

　　　　　　　　　　　　　  プレゼンター：神戸市医療・新産業本部企業誘致部 新産業創造担当課長  多名部 重則 様

　　　　　　　　　　　　　 　　　　 アフリカミーツ関西実行委員長  センダ・ルクムエナ
　　　　　　　　　　　　　 　　　　 KIC 神戸情報大学院大学  福岡 賢二様

▼AAKメンバー

▼『神戸市賞』受賞者

▲審査員とMCの小谷真美子さん ▲ノミネート者



アフリカ雑貨やアフリカンフードブース、そして日本のブースやファッションのブース
もあり、日本とアフリカの文化交流を図りました。
特にアフリカンフードや、アフリカ コンゴの豆を使ったコーヒーなど、普段あまり目
にすることのないフードも手軽に食べることができ、「初めて食べたけど美味しい！」
という声が多く聞かれ、どのブースもお客様とのコミュニケーションを楽しみながら
出展されていました。

1 　SOKUATSU

ブース名 内　容

足踏みマッサージ

4 　KIC

5 　AAK AFRICA ASSOCIATION OF KYOTO

6　アフリカンリゾート 　

7　ムラッド

9　ジューシーズ

アフリカンフード販売

アフリカフード販売 （ベルベル料理）

11 主催者

12 バウチャイルド

フランク ・ ケバブ販売

考える遊び教室実演 （ホワイエ）

13 京屋 発電機の展示 AMK の活動報告 （ホワイエ）

チキン販売 （イタリア料理） & セレーノ活動告知

3 　オウレンセ＆
　　 konkorican アフリカプリント生地 ・ アフリカ雑貨の販売

神戸情報大学院大学学校説明

2 　marchetRibES&
　　Kwa MALOGO アフリカ雑貨の販売

8 　コレリ＆
　　Round Point Cafe

10 イル ・ アルティスタ
　　& セレーノ

コレリ / アフリカフード販売 （ケニア ・ セネガル料理）
RPC/ コンゴの豆を使ったコーヒーの販売

公式グッズ、 SESCO アフリカ雑貨、 ビール、 ワイン、
ソフトドリンク、 サボテン販売

展開内容5
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ブース展開　

▼KIC神戸情報大学院大学ブース ▼AAKブース



1 口

2口

3口

5口

10口

ステージ広告枠プラン

イベント内で最大 5分の
CM時間を２回ご提供し
ます。

イベント内で最大 5分の
CM時間を1回ご提供し
ます。

公式ホームページ・公式 facebook
公式 Twitter 掲載

公式ホームページ・公式 facebook
公式 Twitter 掲載

公式ホームページ・公式 facebook
公式 Twitter 掲載、国内外各種媒
体掲載、大使のご紹介
公式ホームページ・公式 facebook
公式 Twitter 掲載、国内外各種媒
体掲載、大使のご紹介
公式ホームページ・公式 facebook
公式 Twitter 掲載、国内外各種媒
体掲載、大使のご紹介

本イベントにご賛同いただき、ご支援いただける場合には金額は問いません。
ご協賛いただいた方には、ホームページにて掲載させていただきます。（掲載不要の
方はお申し出ください。）
また1万円以上後支援いただきましたら、1万円につき1枚とお連れ様分として1枚
（合計 2枚）をプレゼントいたします。

告知 /広告チケット

10 枚

20 枚

30枚

50枚

100 枚

■企業・法人様へのご案内　

※表示金額はすべて税別となります。

※表示金額はすべて税別となります。
※売り上げに対する課金はございません。

三菱東京UFJ 銀行 / 西宮支店 /普通預金 /3190450 

実行委員長 センダ・ルクムエナ　☎080-4492-8990　
　　　　　　　　　　   　　        〒659-0092 兵庫県芦屋市大原町 8-2 ラフォーネ芦屋 2FA

銀行よりお振込いただく場合は、下記口座へお願いいたします。
名義：AFRIKAMEETSKANSAI（アフリカミーツカンサイ）

またその他のご相談は、AFRIKAmeetsKANSAI 実行委員会事務局までお問い合わせください。

■ブースご出店者様へのご案内

■個人でのご協賛のご案内

1 小間

プラン

3m×3m

サイズ

公式ホームページ・公式 facebook
公式 Twitter 掲載

告知 /広告 ご出店料金

30,000 円

ご協賛金はソーラー電源供給車の増産に繋げ、より良い生活環境・学習
環境を整えることで、教育を通して 子どもや若者たちの 希望の光に変わ
ります。みなさまのお力添えを心よりお願い申し上げます。

スポンサーシップ

法人のご支援は 1口 10万円からとさせていただきます。
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