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AFRIKA meets KANSAI 実行委員長

はじめに

主催者からのご挨拶

　日本の西に位置する神戸は、古くから海外の玄関口であり、文化的にとても豊かで多様性のあるエリアです。
その長い歴史は アフリカと相容れる豊かな土壌と伝統があると確信します。世界の次世代フロンティアで
あるアフリカとの新たな文化交流・平和とパートナーシップに繋がる対話を始める日本への入り口として、
プロアクティブな（先を見越した）信頼関係構築への想いを込め、神戸でアフリカ文化イベントを開催して 8年。
今年で「AFRIKA meets KANSAI」は 8回目を迎えることとなります。
ひとえに深いご理解と、多大なるご協力、そして暖かい気持ちに支えられ続けております。その感謝の気持ち
を込めて、今年も 11 月に開催が決定いたしました。
　今年のテーマは昨年に引き続き 「ダイアスポラと平和」として、自らの国を離れ生活する人々は平和の架け橋と
なる、その存在の重要性と 社会・文化・経済における役割りについてお伝えしたいと思います。
そして忘れてはいけない大切なコンセプトは、心地よい音楽、おいしい食事、エレガントなファッションは、
国や人種を超えた「みんながわかる共通の言語」であるということ。
ファッションショーは引き続き「サプール精神」をテーマに、平和のメッセージを込めた彼らのファッション
をご覧いただき、アフリカンミュージックでは心に響くリズムを分かち合い、ブースではアフリカンフードもお
楽しみいただけるよう準備しています。
アフリカはテレビや新聞に出ている遠い国ではありません。次の時代に向けて、アフリカの扉はもう開いてい
ます。AFRIKA meets KANSAI を通して、歴史ある海外の玄関口 神戸から 互いの文化を知り、「こころ」を繋ぎ、
日本とアフリカがともに発展する一役を皆様と担うことができれば、それ以上の喜びはありません。
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タイトル AFRIKA meets KANSAI 2018 フェスティバル（アフリカミーツカンサイ 2018 フェスティバル）

主　   催 AFRIKA meets KANSAI 実行委員会（NGO SESCO  /  NPO Groupe Alternative（GA)  ）

会　　場 神戸ファッションマート 9階  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　（いずれも 1ドリンク付）チケット販売方法：e＋（イープラス）チケット

告　　知 国内外関係機関、在日本アフリカ大使館等 リーフレット配布　兵庫県国際交流協会メールマガジン告知　神戸市告知
FM COCOLOスポット CM・番組内告知
AFRIKA meets KANSAI 公式ホームページ / http://www.afrikameetskansai.org/
　　　　　　　　　　  公式 Facebookhttps://www.facebook.com/afrikameetskansai
アフリカのネットワークを持つ世界各国の団体

協　　力

後援予定 在日本アフリカ外交団　アフリカ在日本大使館・領事館　兵庫県国際交流協会　神戸市　神戸商工会議所　JICA 関西　神戸ファッション協会
神戸ファッション美術館　JETRO　FM COCOLO

神戸ファッションマート

協　　賛 神戸情報大学院大学　AAK　Cafe de Paris　　

（協　　賛）

（特別協賛）

（後援予定）

開催日時 2018 年 11 月 3 日 ( 土・祝 )

14：30 開場　アフリカンフード・アフリカン雑貨の展示販売ブースオープン
15：00 第 1部 ：オープニングアクト
16：00 第 2部 ：フォーラム　「ダイアスポラと平和 ～社会におけるダイアスポラの役割り～」
18：00 第 3部：パーティー　「主催者挨拶・ご来賓ご紹介」「アフリカンミュージックライブ」「「サプール～SAPEURS～ファッションショー」　
　　　　　　　　「サプールコンテスト」（参加者：来場者全員 ） 「アフリカンミュージックとダンスパーティー」
　　　　　　　　

概　要
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イベント開催の目的

西日本に位置する関西は、文化的にとても豊かで多様性のあるエリアです。それだけではなく、
関西は世界 15位という 韓国一国と並ぶGDPを持ち、その長い歴史は、アフリカと相容れ
る豊かな伝統があるのです。
関西を世界の次世代フロンティアであるアフリカとの新たな文化交流・平和とパートナーシッ
プに繋がる対話を始める日本への入り口として位置付けています。

・アフリカの人々、そしてその指導者たちに未だ知られていない関西の莫大な GDP と豊かな
　文化を知らしめ、理解と話し合いの場を設けること。
・アフリカと関西における文化や芸術などについて相互理解を深める機会を作り、参加者には
　貴重な精神的資産を創出する土台としていただくこと。

...It all begins with a 
handshake...

... すべて握手から始まる ...

なぜ関西で開催するのか

AFRICA

KANSAI

EAST AFRIKA AREA
東アフリカ エリア

CENTRAL AFRIKA AREA
中央アフリカ エリア

NORTH AFRIKA AREA
北アフリカ エリア

SOUTH AFRIKA AREA
南アフリカ エリア

●アフリカは大きく 5つの地域に分けられます。

開催の目的

AFRIKA meets KANSAIは、「アフリカの子ども達の自立支援」を第一の目的としています。
アフリカでは電気の安定供給がなされておらず、子供たちが本を読んだり、勉強する環境が整って
いません。
教育環境を改善し、より多くの子供たちが明るい未来を描くことが出来るようにという思いで
活動しています。

WEST AFRIKA AREA
西アフリカ エリア
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神戸ファッションマート イオホール

　神戸は 1973 年、全国に先駆けてファッション都市宣言をしました。
産業界、行政・市民、学界等が一体となりファッション性豊かな街づくり
を推進し、神戸は日本を代表する「ファッションの街」として広く知られ
ています。
AFRIKA meets KANSAI 2017では、神戸のファッションにおける情報
発信基地として活動を続ける神戸ファッションマートで 2016 年に引き
続き恒例開催することを決定しました。
9 階のイオホールはエレガントな円形ホールで 700 名収容可能です。
ファッションショーに適した設備と本格的な音響・照明を完備し、お客
様にはデザイン性豊かで有意義な時間を提供いたします。

女性のみならず、老若男女 誰もがオシャレをする  “楽しさ”  “喜び”
“ときめき” を感じていただき、「ファッションの街・神戸」を再認識
する機会を創出し、～サプール～を通してファッション産業の活性化を
図り、神戸市から全国に発信する機会と位置付けます。

SAPEURSサプール

KOBE神戸
×

JR大阪駅・JR新大阪駅・JR三宮駅（いずれもJR神戸線）から快速停車駅
の JR 住吉駅で六甲ライナーに乗り換え 2 駅「アイランドセンター駅」
で下車。通路にて直結のため雨でもぬれずにお越しいただけます。

ACCESS

■ 新幹線（JR新大阪駅から） ■ 駐車場のご案内
収容台数 :  B1F / B2F  合わせて581台
料　　金： 200円 / 1 時間　当日最大500円
※但し、市クラブ等、特定イベント開催時は除く。
営業時間：  6：00～24：00
※営業時間外 (0：00～6：00)は入口・出口
ともにシャッターが閉まります。

■ 関西国際空港から

新
大
阪

関西国際空港 六甲アイランド

住 

吉
アイランド
センター駅約25分 約8分

六甲ライナー

約60分
直通バス

会場のご案内
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ブースサイズ
間口 3m× 奥行 3m

長テーブル・椅子ともに
台数はご要望に応じて増減可能です。

基本セット
長テーブルW1800×D450× 3 台
椅子 ×3台

協賛ブース 基本レイアウト

会場レイアウト

“IO”
HALL

EV EV

倉庫

倉庫

サブロビー

倉庫

倉庫

前室
前室

バルコニー

倉庫

5
4
0
0
 

1800 

袖パネル(H2700×W1800)

メインステージ
6間×3間

ブース1

ブース2

ブース3

ブース4

ブース5

ブース6
ブース7

ブース8

ブース9

ブース10

ブース11

チケット販売
招待者受付

モギ
リ

モギ
リ

来場
者入
口

サプール写真展エリア1
サ
プ
ー
ル
写
真
展
エ
リア

2

AM
K
写
真
展
エ
リア

3

ソフ
ァ 締切

バッ
クヤ
ード
出入
口

ST
AF
F O
NL
Y

お客様ホール出入口

ブース12
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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

14：30　会場 ブースオープン アフリカンフード・アフリカン雑貨の販売ブースオープン

16:00～ 第 2 部 フォーラム 「ダイアスポラと平和 ~ 社会・文化・経済における役割り～」　

アフリカンミュージックライブ

サプールコンテスト 出場者ご紹介

サプールファッションショー

アフリカンミュージック＆ダンスパーティー & サプールコンテスト発表

閉会のご挨拶

18：00～ 第 3 部 パーティー

終了21：00

主催者挨拶　　来賓ご紹介・ご挨拶

イオホール

14：30～21：00 写真パネル展示
NPO GA   NGO SESCO　共同開発プロジェクト活動報告
サプール写真展

イオホール　メインロビー・サブロビー

※いずれも予告なしに変更になる場合がございます。

プログラム /タイムテーブル
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“diaspora と平和”

第 2部
フォーラムのテーマ

写真提供 :BADOUIN  MOUANDA

「ダイアスポラ」の語源は「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 KANSAI 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す。

テーマについて

“サプール精神”

第 3部
ファッションショー
のテーマ

語源は Sociètè des Ambianceurs et  des Personnes Elègantes の頭文字を取り「SAPE( サップ )」
といいます。直訳すれば「エレガントでお洒落な人気者の集団」。その名の通り、ヨーロッパの
ブランドを身にまとい、お洒落で優雅な身のこなしは、誇り高く自信に満ちています。そのサプー
ルが持つ精神は、争いを嫌い、平和を愛し、人生における喜びも悲しみも “こだわり抜いた一流
の洋服” で包み込み、自分自身だけでなく家族や周りの人々をも心豊かにしてくれます。コンゴで
生まれたサプールは “お洒落をする” という誰にでもわかる言語で、世界の人々を魅了しています。
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当日は ご臨席賜りますご来賓から ご挨拶を頂戴いたします。
写真は昨年実績の写真となります。今回のご臨席は現在調整中です。

来賓のご紹介

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

駐日アルジェリア民主人民共和国
大使館・総領事館 全権特命大使　
モハメド・エル・アミン・ベンシェリフ閣下

神戸商工会議所 
副会頭 伊藤紀美子様

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

(左から）

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
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ソーラー電源供給車 兼 移動コンビニカー

SESCO/GA  共同開発プロジェクト
ソーラーパネルの
固定金物

ハイブリッド
シリコンバッテリー

アフリカでの目的と活動

ソーラー電源供給車 兼 移動コンビニカー 1号機 完成

電気の安定供給がなされていない地域に住む子供たちの教育環境を整える。

1号機が2017年 3月に完成し、コンゴ民主共和国に同年10月に到着
した。現在は、現地で稼動するための手続きと調整を行なっている。
また地域のニーズを取り入れながら改良し、3年後には3台の稼動を目指す。

周辺住民との協調関係構築を目指す。

目  的

現在～3年後



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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