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バオバブの会 

代表 エル・ハッジ・マサンバ ディウフ    

〒240-0052 横浜市保土ヶ谷区西谷町 993－35 

     TEL&FAX 045－373－0059 

    寄付振込先: 三菱東京ＵＦＪ銀行八重洲通り支店普通口座 no.1523673 

  ゆうちょ銀行振替口座 00200=1 45215 

セセセセ    ネネネネ    ガガガガ    ルルルル    のののの    子子子子    どどどど    もももも    たたたた    ちちちち    にににに    教教教教    育育育育    をををを    ！！！！    

東日本大震災では、皆様の中にも、ご自身やご家族、またはご親戚やご友人が

甚大な被害に遭われた、という方がたくさんいらっしゃることと思います。ひ

と月以上を経過した今もなお困難な生活を送る被災地の皆様が、一日も早く平

穏な日常を取り戻すことができますよう、また、捜索、復旧、支援、そして原

発事故の収束に挺身するすべての方々が、ご無事で活動を成功させることがで

きますよう、祈らずにはいられません。直接の被災者ではない皆様も、心身共

に疲労を感じていらっしゃることと思います。まだまだ余震が続きますし、季

節の変わり目でもありますので、くれぐれもご自愛ください。 

  

今回のニューズレターでは、3 月の活動のご報告と、今後の活動についてお知

らせいたします。日本の被災者支援に心が強く動く昨今ではありますが、この

地球上には、飢餓、貧困、疾病、紛争等により過酷な生活を強いられる人々が

１０億人規模で存在する、といわれています。このことを忘れることなく、私

達にできる、ささやかではありますが、着実な国際支援活動を続けていきたい

と思います 
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エル・ハッジ・マサンバ ディウフ 

 

前回のニューズレターでお知らせした通り、去る 3 月 6 日（日）、横浜市神奈川公会堂に於い

て、Africulture アフリカルチャー主催、神奈川区役所共催により、「第 2 回セネガル物語」が

開催されました。このイベントの目的は、主に音楽によって、私の祖国であるセネガルとその

文化を知らせることにありました。また、今回は、私たち、バオバブの会を通して、セネガル

の子どもたちの教育を支援する、という、チャリティーイベントでもありました。 

 

イベントは、アフリカの太鼓（ジェンベ）のワークショップで始まりました。ジェンベは、

素手で叩いて演奏する、アフリカ音楽を代表する楽器です。優れたミュージシャンであるラテ

ィール・シーさんの指導で、小さな子どもからお年寄りまでの 20 人ほどが、ジェンベの演奏と

歌を楽しみました。 

 

その次は、トークショー「セネガルのことを聞いてみよう！」でした。講師は私（！）。パソ

コンを使って図表や写真を見せながら、セネガルの歴史、人々、生活習慣、文化について話し

ました。用意した椅子に座りきれないほど多くの皆さんが熱心に聞いてくださり、最後には、

たくさんの質問が寄せられました。 

 

その後は、いよいよ、大ホールに会場を移し、今日のメインイベントである、コンサート

「セネガル物語」です。 

オープニングの挨拶は、これまた私がおこないました。遠いアフリカの地からやってきたミ

ュージシャンが、日本の若者と共に、たくさんの、また多彩な国籍の観客の前でおこなうわけ

です。このコンサートそのものが素晴らしい国際交流の場であること、そして、このひととき

が、世界に平和が広がり、紛争が終結する一助となるよう、願っている、と話しました。 

コンサート出演は、the tchiky’s（ザ・チーキーズ）、また、Latyr Sy&africa sunu xelcom

（ラティール・シーとアフリカ・スヌ・ヘルコム）。そして、子どもたちが、お母さんと一緒に、

アフリカの衣装を着て加わり、歌とダンスで沸かせました。飛び入りで太鼓を叩いたり、ステ

ージに上がって踊りだす人もいて、最高に盛り上がりました。 

 

バオバブの会は、ケベサック（皆さんご存知のように、セネガルのケベメールという町で、

経済的な自立を目指して結成された女性グループが製作した、アフリカンプリント布のバッグ

です）、アフリカ関連絵本、ポストカードなどの販売も行い、大勢の皆さんに購入していただき

ました。また、障がい児支援を中心とした写真展示により、活動紹介もおこないました。販売

収益と、コンサートの収益をチャリティーとしていただくことに加えて、トークショーや展示

により、私たちの活動を知っていただくことができ、幾重にも成果の感じられる一日となりま

した。 

 

アフリカルチャー代表のサンハレもえこさん始めスタッフの皆さん、大変にありがとうござ

いました。 

 

 

セネガルのいくつかの楽器 

 

  立っているのはサバール。倒れているのは

タマ(鼓とにてる)と言います。みな、ヤギの革 

 

大きいのと真ん中のものはコーラー 

（21 弦）細長いのはハラム（４弦） 

 

ジェンベ（ヤギの革） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    「セネガル物語」報告「セネガル物語」報告「セネガル物語」報告「セネガル物語」報告    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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今後の活動今後の活動今後の活動今後の活動    「第三回「第三回「第三回「第三回 GOSPEL FOR PEACE」参加」参加」参加」参加    

 

主催：ＮＧＯゴスペル広場主催：ＮＧＯゴスペル広場主催：ＮＧＯゴスペル広場主催：ＮＧＯゴスペル広場 

            TEL:03－5428－8638 http://www.gospelhiroba.com/html/index.html   

   日時：6 月 18 日（土） 16：00 開場 16：30 開演 

   会場：新宿文化センター http://www.regasu-shinjuku.or.jp/ 
新宿駅東口徒歩 18 分 新宿三丁目駅徒歩 6 分 

      〒160－0022 新宿区新宿 6－14－1 TEL:03－3350－1141 

      ＊下記の地図は、新宿文化センターの HP より、転載させていただきました。 

 

    

第一部 16：30～18：10 

    （数字は出演順）①三重・名古屋 ②立川 ③長野・埼玉・船橋  

④町田 ⑤横浜の各 SUNNYSIDE GOSPEL CLUB   

 
第二部 18：30～20：10 

GOSPEL SQUARE ＆ NANA Gentle, Schanita, Vincento 

 
＊＊＊＊    国際協力ブース国際協力ブース国際協力ブース国際協力ブース：16：00～20：45 

 

入場料：前売り 1,800 円  当日：2,300 円 （全席自由） 
Pia.jp/t  TEL:0570-02-9999  P コード番号：347－929 

チケットは、全国のチケットぴあ、または、ファミリーマート、サークル K、サンクスでどうぞ。 

 

バオバブの会は、昨年と同様、ゴスペル広場からご支援いただく 5 団体のひとつとして参加

します。ロビーの国際協力ブースにおいて、写真展示による活動紹介と、ケベサック、アフリ

カ関連児童書等の販売をおこないます。多くの皆様のおこしをお待ちしています。 
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❤❤❤❤                            アフリカンフェスタアフリカンフェスタアフリカンフェスタアフリカンフェスタ 2011201120112011            延期延期延期延期                            ❤❤❤❤        

    

 5 月 14 日、15 日に予定されていた、外務省主催のアフリカンフェスタ２０１１が、東日本大震災の影

響で延期となりました。その後、アフリカ日本協議会から以下のような呼びかけがあり、運営委員会で検

討した結果、賛同いたしました。 

＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊ 

アフリカンフェスタ年度内開催の要望書提出への賛同の呼びかけ（要旨） 

5 月開催の延期自体は、東日本大震災直後であり、やむを得ぬ措置と考えます。が、一方で、今回の大

震災にあたっては、多くのアフリカの国々から支援をいただいています。そこで、アフリカンフェスタは、

このようなアフリカ諸国からの支援に応え、震災復興・被災者支援のために、またアフリカの困難な状況

にある人たちへの支援や国際社会の連帯を考える機会になると思います。そうした思いを込めて、2011 年

度内にアフリカンフェスタ 2011 開催を求める要望書を外務省に提出したいと思いますので、多くの関係

団体の賛同を求めます。 

＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊ 

この要望書は 4 月 7 日付けで提出されましたが、担当のアフリカ第 2 課長の S さんも、「年度内に是非

やりたい」と話されていたそうです。 

 

 

 

 
 

3 月に開催が予定されていたアフリカヘリテイジ主催の第一回フェスティバル

url:http://africah.web.fc2.com は、東日本大震災の影響で、9 月 17 日、18 日（日）に延期されました。 

なお、同団体は、東日本大震災の被災地支援のためのチャリティー・コンサートを、下記の通り開催す

るとのことですので、ご案内いたします。 

■アフリカン・ナイト AFRICAN NIGHT in Sagamihara 

【日時】2011 年 4 月 24 日（日）open18:00/start19:00 【出演】Mamadou Lo(per,vo) Abdou Bayefall(per,vo) 

Yacouba(per,kora) 【場所】JAY'S RESTAURANT DINING KITCHEN (JAY'S BAR) 相模原店 

住所：神奈川県相模原市中央区相模原５－１１－３ キメタハウジング第５ビル２Ｆ 

最寄駅：JR 横浜線・相模原駅より徒歩 8 分（米軍基地西門近く） 

■ワールドミュージック＆ジャズ アンダンド WORLD MUSIC & JAZZ "Andando" 

【日時】2011 年 4 月 29 日（祝・金）open18:00/start19:00 【出演】早坂紗知(sax) ママドゥ・ロー(per,vo) 永田利

樹(bass) 【場所】JAY'S RESTAURANT DINING KITCHEN (JAY'S BAR) 相模原店 

■アフリカン・ディナーコンサート AFRICAN DINNER CONCERT 

【日時】2011 年 5 月 7 日（土）open18:00/start19:00【出演】MUKUNA GROUP 他 

【場所】JAY'S RESTAURANT DINING KITCHEN (JAY'S BAR) 青葉台店 

   ■住所：神奈川県横浜市青葉区青葉台１－１５－３ 東託第二ビルＢ１ 

   ■最寄駅：東急田園都市線青葉台駅より徒歩５分 

【料金】2500 円   

【お申込み・お問い合わせ】 

■電話：042-776-6241   ■FAX：042-703-4001 【ウェブサイト】 ■JAY'S RESTAURANT DINING 

KITCHEN(JAY'S BAR) HP： http://www2.ocn.ne.jp/~jaysbar/  

■JAY'S イベント情報サイト  http://jaysbar.web.fc2.com/ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

❤   CHARITY CONCERT "SAVE & HELP JAPAN"   ❤ 
アフリカはいつも日本を応援しています！ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    お知らせお知らせお知らせお知らせ    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 


