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第3回アフリカ・マコンデ族の音楽と文化交流ツアー 

 【特徴】相互理解促進のため日・モ国の人力を結集!! 創造のプロセスと成果を強化する。  

第３回アフリカ・マコンデ族の音楽と文化交流ツアーのステップ 

【3年間の活動の成果】日・モ国の人のつながりが出来た。モ国側の音楽技術IT技術習得欲が芽生えた。  

【3年間の国際交流活動の成果】 

モザンビーク側 日本側 付随事項 

●招聘モザンビークアーティストの日本 
でのファンが増え、集客力強化。 
●現地小学生や青年の日本人・日本文
化への認識や興味が拡大。 

●モザンビークに対する認知促進。 
●日本人協力アーティストとのつながり、
イベント共演の拡大強化。 
●大学等からの講義依頼の増加。 

●2015年アルバム制作をきっかけに 
モザンビークで音楽収録技術、IT技術を
習得する若者が育ってきている。（但し、 
機材・技術力不足） 

日本人アーティストの 
モザンビーク招聘 

●日本でのレコーディングに関わる 
アーティストをモ国に招聘。寺子屋 
でのワークショップ、現地スタジオ 
視察を実施。 

日本での日・モ 
協働アルバム制作 

●これまでの公演に協力して 
いただいた日本人アーティストと 
ともに音楽アルバムを制作 
（大阪での収録を予定） 

マコンデ族の音楽と 
文化公演 

●大阪、東京をメインに、講演・公演を 
実施。モ国招聘アーティストも参加、 
制作アルバムの紹介も行う。 
●スカイプで日・モ国をつなぐ。 

マコンデ 
アーティスト 
２名招聘 

★ナジャとオズバルドの音楽演奏 ●マコンデ族伝統舞踏・マピコの紹介 ●スラムの暮らしや当会の活動紹介 



モザンビークにおける唯一の日本の草の根NGO 
モザンビークのいのちをつなぐ会 

① 2016年の人間開発報告書（国連開発計画UNDP）によると、モザンビークの人間開発指 
（HDI)は188ヶ国中181位。前年度より1位下落しており、依然、最低レベルの水準。 

② 問題となっているJICAプロサバンナ事業もあり日本のODA投入額は上昇。 
しかしながら、NGO参入が少なく、草の根レベルでの支援が立ち遅れている。 

日本・モザンビーク間の親善・理解促進策が、 
モザンビークのQOL改善の土台になる。 
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活動の必要性 
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③ 日本の投資額が多額である一方、日本におけるモザンビークの認知度は非常に低い。 

ODAの多額の投入に反比例し、日・モ国の理解が 
大きく乖離したままである！ 
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2018年の活動の経緯 
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～ モザンビークのいのちをつなぐ会 ～ 
モザンビーク北部カーボデルガド州で活動。2013年4月設立。 

カーボデルガド州最大のスラム地区である州都ペンバ市ナティティにスラムの学び舎・寺子屋を建設し教育活動や、

農村地区での井戸やトイレの設置、有機農業活動などモザンビークのQOLを向上する活動を実践。 

《内容と成果》 

当会寺子屋ディレクター兼マコンデ族 

人気ミュージシャン等を招聘。日本での 

ファンも増え、広報力及び相互認知向上 

施策として効果を発揮している。 

（モ国サイドでも日本公演の広報実施） 

《内容と成果》 

2015年2016年の公演に協力して 

いただいた日本人ミュージシャン１名を 

当会寺子屋に招聘し、ワークショップ 

実施。100名以上が集まり、その後の 

寺子屋音楽教室の発展に結びついた。 

《内容と成果》 

マコンデ族公演および、寺子屋学習で 

日本とモザンビーク寺子屋を結び 

スカイプ交流を実施。 

寺子屋スカイプ授業では似顔絵交換 

や楽器演奏も実施した。 

次のページへ 2018年の活動の内容 

モザンビークで活動する唯一の 
日本のNGOであり、 

日・モ国相互理解促進の 
ミッション（使命）がある。 

国際交流活動を基盤にして、 
人の力を育み、 

モザンビークへの支援と協働活動を
拡大していきたい。 



【目的】 国際相互理解と創造 相互理解促進のため日・モ国の人力を結集!  
創造のプロセスと成果を強化する。 

日本人アーティストをモザンビークに招聘 マコンデ族アーティスト２名を日本に招聘 

＜モザンビークにて＞ 

「寺子屋ワークショップ」 
「ナティティスタジオ視察」 

当会のスラムの学舎・寺子屋でワークショップ実施。 

2015年来日公演を機会に 

整備している音楽スタジオを視察。 

＜日本・東京にて＞ 

「日・モ国合同音楽 
アルバム制作」 

これまでの公演で協力いただいた大阪 

アーティストと協働し、初の 

日本・モザンビーク音楽アルバム制作！！ 

＜日本・東京・大阪等にて＞ 

「マコンデ族の音楽と 
文化交流イベント実施」 
制作アルバムを引き下げ、公演を実施。 

大学等での講義にも力を入れ、理解促進

とともに日・モ国の人材育成の糧とする。 

スカイプ等 ICTを用いた国際間相互交流＆創造 
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2018年の活動の方向性 
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日程 場所 
2018年4月から12月 
＝3月：準備開始 
＝5月から：モザンビークアーティスト招聘 
＝6月：日本で初の日・モ協働音楽アルバム制作 
＝5月から9月：マコンデ音楽文化イベント実施 
＝10月：日本人アーティスト招聘 

◆日本人アーティスト招聘 
→モザンビーク共和国ペンバナティティ 
 スラムの学舎・寺子屋 
◆日・モ協働アルバム制作 
→東京、（モザンビーク） 
◆マコンデ音楽文化イベント 
→東京、大阪、京都、福岡等15箇所以上予定 

これまでの活動で培ってきた人の力が生き、日本とモザンビークでの活動が循環し、 
連動性のある創造性を発揮できる施策を実施します。 
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補足 
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2018年  
第３回アフリカ・マコンデ族の音楽と文化交流ツアー 

●日本人アーティストのモザンビーク招聘 
●モザンビークアーティストの日本招聘 
●日・モザンビーク協働音楽アルバム制作 
●日本での音楽文化公演 

モザンビーク 

第１回から来日している 
アーティスト兼寺子屋 
ディレクターのナジャと 
第１回来日しペンバで 
スタジオ開設している 
オズバルドが来日。 

モ国ワークショップ 
In 寺子屋 

内容 

日本人アーティス
トのモ国招聘 

マコンデアーティ
ストの日本招聘 

これまでの活動で培ってきた人の力が生き、日本とモザンビークでの活動が循環し、 
連動性のある創造性を発揮できる施策を実施します。 

日本 

第１回公演で出会い、 
積極的に協力をして 
くださっている大阪の 
アーティスト集団がメイン。 
１名をモザンビークに 
招聘する。 

人材 

ICTの活用 

日・モ協働ｱﾙﾊﾞﾑ制作 
In 東京（モザンビーク） 

音楽文化公演 
（東京大阪等約15箇所） 

・音楽演奏 
・秘儀舞踏マピコ披露等 

【期間】2018年4月から12月 
＝3月：準備開始 

＝5月から：モザンビークアーティスト招聘 

＝6月：日本で初の日・モ協働音楽アルバム制作 

＝5月から9月：マコンデ音楽文化イベント実施 

＝10月：日本人アーティスト招聘 

＜サポートメンバー＞ 

◆大阪（アルバム制作） 

・野口李枝、水田十夢、小坂レン、Roku Caciocavallo、パプゥ 

 クンチョ、等 約10名 

・モザンビーク招聘アーティスト：小阪レン（バイオリニスト） 

◆関東公演実行コーディネーター：今川悦子 

◆関西公演実行コーディネーター：水田十夢、河田まゆみ 

◆九州公演実行コーディネーター：田染美穂子 

◆モザンビーク側コンサルティング：Bachir Afonso（NGO代表）、 

                  Tadeu Greno（科学技術省職員） 
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本活動の特長 
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事業の具体性と実行可能性 

●当会代表の榎本が広告代理店でプランナーとして活躍して 

 いた経歴もあり、イベントの企画や実行に関してノウハウが 

 ある。マトリックス的思考による綿密なリスク計算を行った上 

 での、活動の実現が可能。 

事業の重要性 

【貢献度】 

●経済投資と社会支援のギャップが大きいモザンビーク 

→日本のODA投資額が巨額にも関わらずNGOが非常に 

 少なく、モザンビークでの支援活動はまだ始まったばかり。 

 当会がモザンビークでの社会支援を草の根から広げていく。 

【先進性】 

●多様性を考える契機にふさわしいマコンデ族の招聘 

→特に欧州で有名であるが日本では認知度の低い 

 芸術民族マコンデ族を招聘。 

●初の日本・モザンビーク協働音楽アルバムも制作！ 

→日本初の試みとなる日・モ協働音楽アルバムを制作し 

 国際協力の人力を活かし結集力を強め、広報ツール 

 として活用。 

【継続性】 

●2015年2016年2017年と、国際交流活動を実施。 

 第１回アフリカ・マコンデ族の音楽と文化交流ツアーを 

 ２０１５年に実施。２０１６年は、マコンデ族アーティスト１名のみ 

 招聘し、文化交流をメインにしたイベントを実施。２０１７年は、 

 第２回アフリカ・マコンデ族の音楽と文化交流ツアー実施。 

事業の影響力 

【コラボレート型イベント】 

●日本の有名アーティストとコラボレーションすることで集客を 

 高め、また参加者と一体となるイベント形成とするため、トーク 

 や質問を入れ、プレイヤーと聴衆の垣根を低くする。 

●学校や団体の垣根を超え、巻き込み力のあるイベントを実施。 

【メディア広報】 

●新聞、テレビ、雑誌等、各種メディアからの取材も来ている上、 

 当会代表が大学での講義も実施しているため、大学ルートか 

 らのメディア発信も可能。なお、当会代表がコラム執筆してい 

 る定期機関誌やフリーペーパーのコラム執筆での告知も可能。 

【社会要請の高さ】 

●招聘アーティストの人柄・人間力を特に重視しており、単に 

 音楽や文化紹介の魅力だけではなく、生き方や考え方に対す 

 る関心をも多く得ている。当会がメディアを通じて、常時現地 

 活動を発信していることもあり、再来日希望の声が大変多い。 

【人材育成性】 

●モザンビークサイドではスラム出身のヒーローの創出を目的 

 の一つとしており招聘アーティストのIT能力や日本語能力、 

 音楽編集技術の向上にも注力し、現地教育活動と連動。 

 また教育が進んだ地区の子供たちともスカイプ交流を図り 

 学んできたことの発表の場ともする。 

●日本サイドでは、学生の視野を広げグローバル人材へと 

 育つ糧の一つとなる。また青年・大人にとっても将来や 

 生きがいづくりに役立つ情報 （ビジネス・ NGO、アフリカマー 

 ケット）を発信。 
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補足説明：２０１7年度実施中のアフリカ・マコンデ族の公演について 
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2017年のマコンデ族の音楽文化交流ツアーは 
宮城(2)、福島(5)、東京(16)、神奈川(2)、岐阜(1)、愛知(6)、 

大阪(15)、京都(5)、兵庫(1)、奈良(1)、福岡(18)、大分(3)、 

長崎(3)、沖縄(2) 
全１４都府県８０箇所で公演しました。 

（2017年7月21日から11月26日まで公演予定） 

 

【成果予測◆日本サイド】 インパクト4000名以上 

・アフリカやモザンビークの美術や文化、音楽に対する発見と、関心の向上。 

・加速するアフリカの資本主義と飽和する日本の資本主義の両面から捉えることで、 

 文明や文化に対する思考を深める契機となった。 

・グローバル化し、アフリカ進出企業団体が増える中での、モザンビークへの理解促進。 

・大学での登壇要請が増えている！！ 

 

【次へのつなげ方】 

＜課題＞マコンデ族が一方的に公演するだけなく、日本の協力者と創作活動を行ない 

それをもって広報ツールとできるような双方向の創造活動が強みとなる。 

＜2018年以降のポイント＞ 

・学校や大学での講義登壇を増やし、日本の若者の知見の向上に役立つ。 

・日本の協力者の積極的な関与を形にする活動を行う。 

・公演活動を実施する中で、モザンビークアーティストのIT技術、音楽編集技術の 

 向上につながる施策をとる。 

・モザンビークへの日本人アーティストや技術者の招聘事業も平行して行う。 

＜2018年度の招聘アーティスト＞ 
◆Nadja （ナジャ） 
マコンデ族ミュージシャン。２９才。４才まで
内戦を経験し、平和と教育に対する思いが
強い。国内最大の音楽祭で近年２回連続賞
を獲得。行政の社会支援活動のアーティスト
として起用される他、当会寺子屋の音楽教
室や美化活動等を積極的に手伝う。 
◆Osvaldo（オズバルド） 
2015年第１回公演で来日。ベーシスト。 
公演を機にモザンビークにて音楽スタジオ
を開設し青年の教育にも力を入れているが、
機材技術不足より、日本での音楽編集技術
の習得を希望している。 
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2018年３月20日現在の予定 
8 

3月 
4月 

5月 

●日本：必要機材の調達 
●モザンビーク：ユニフォーム製作、楽器調達 
●パンフレット製作 
●ブッキング 

４日：榎本、ナジャ 福岡空港へ到着 
１２日から２５日：九州公演（佐賀大学、長崎大学等） 
２７日から東京 
２８日：オズバルド成田空港到着（予定） 

6月 
１日から１０日：週末東京でレコーディング 
         平日は公演 
１１日から２６日：大阪・京都公演 
２７日から７月２日：沖縄公演 

7月 
６月２７日から７月２日：沖縄公演 
７日から１９日：北海道公演 
20日から３０日：東京公演 

8月 
4日：宮城公演 
５日から１０日：福島公演 
オズバルド帰国 
11日：長崎公演 

9月 
九州公演 
9月末：榎本、ナジャ モザンビークへ帰国 
 

10月 
日本人アーティストを 
モザンビーク共和国ペンバに招聘 
スラムの学舎・寺子屋でワークショップ 




