
更生させてきた。ボランティアによるスラムの学校も何校か開校し、虐げられ忘れ去られ
た人々の生活に希望の光をもたらすべく、命を懸けた活動を展開中。2007年9月、日本

初来日。スラムの現状を世の中に知らせるべく自身の詩集を出版。日本全国を講演して
まわる。そのスピーチに「魂を揺さぶられた、心底心を動かされた」と言う声が多数寄せ
られている。そんな彼に愛する故郷、ルオーの文化とケニアの生活について語ってもらっ
た。

ルオーの文化「子どもが生まれたとき」　　

昔、ルオー族の田舎では子どもが生まれるとき、助産婦さんに助けてもらって出産をしていました。
その助産婦さんのことを“ニャムレルワ”といいます。そして子どもが生まれたとき、もし男の子が生

まれたとしたら、４日間家の外に出ることができませんでした。もし女の子であれば、３日間家の
中で過ごす、というしきたりがありました。そして４日目にやっと外に連れて行くことができるのです。
その時、その出産したお母さんは、家の仕事を２番目の奥さんや女の姉妹たちに手伝ってもらっ
ていました。そして１週間後、赤ん坊が大きな声で泣き始めたとします。そしてその泣き方がはん
ぱでなかったら、その子の前で先祖の名前を順々に呼んでいきます。そしてその子が、ある先祖
の名前をきいてぱっと泣き止んだところが、その子の名前となるのです。それは、先祖と話すこと
のできるその村の長老によって行われます。そしてその子は、その先祖の生まれ変わりだとなるの
です。（翻訳：向山恵理子）

「ルオー族の私からみたGEDEの生活」　

GEDEはインド洋の近くであり、そして白人もたくさん行くところです。そういったところは
普通、早いうちに伝統が壊れ、失われてしまうものですが、GEDEは違いました。まだた

くさんの伝統文化が残っているのです。例えばとっても小さな子どもでさえ、ブンブンブ
(太鼓)を叩けますし、女の子達も伝統的な踊りを踊ることができます。そしてまだ若いう

ちに結婚する人たちもいます。でもルオーランドでは、例えまだ若いうちに結婚したとし
ても、文化はほとんど消えかけています。なぜならたくさんのルオー人たちは今キリスト
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★ンゴマ・ジャパニれぽーと１

★巻頭言

Making of NGOMA JAPANI Vol.2（2007.9.30）
年に1度のンゴなまつり。更にパワーアップして今年も六本木に帰ってきたNGOMA JAPANＩ
Vol.2。ンゴマの輪はぐんぐん広がり、多彩なアーティスト・協力団体の皆さん、そしても

ちろん、あなたが主役！の参加者の皆さんと一緒に創りあげた熱い夜。その一部始終
をレポートします！

2007年9月30日（日）。外はあいにくの冷たい雨。
けれど、会場の中はホットです！オープン前から、
熱いンゴマを求める長蛇の列ができました。（写真左）
これは皆さんの期待に応えるしかない！スタッフ一同
気合が入ります。DJ ebizo さんによるレアなアフリカ
音楽に乗って、日本カンガ界の第一人者、織本知英
子さんによるカンガ着付け教室。（写真右）
織本さんのカンガ・マジックで会場のンゴマ度は急上昇！
Liveタイムの始まりに向けてウォーミングアップも準備万
端整いました。

★特集 ｽﾗﾑ改革のﾘｰﾀﾞｰ ﾃﾝﾊﾟ・ﾃﾗｰ from KENYA
　　　　　　　　　　　　紹介＆聞き手　向山恵理子（アニャンゴ）

テンパ・テラー
詩人。ルオー人。スラムの若者に絶大なる人気を誇る
レゲエバンド“WARRIORS”のリーダー。アニャンゴの

ケニアでのマネージャーも務める。
ケニヤの首都ナイロビのスラム在住。ナイロビの全て
のスラムをつなげるネットワークを作り、スラムに住む
人々の生活と自尊心を向上させるための数々のプロ
ジェクトを企画し実現させている希有な存在。

22歳の時にケニアの首都ナイロビへ。故郷より、さらに

ひどい貧困の現状に打ちのめされるが、自分たちの手
で少しずつでもこのスラムの現状を改善していこう、と
「スラムライズ（立ち上がれスラムよ）」の運動を起こし
始める。そのリーダーとして1年半活動し、多くの

ストリートチルドレン、犯罪で生計を立てる少年たちを

教に改宗していて、自分たちの伝統文化を守ろうとしていないからです。ギリアマとルオー
の食事や食べ方はとても似ていますが、料理の仕方はとても違います。ルオー人は、
たくさん油でいためてできる限りおいしい味に仕上げます。（翻訳：向山恵理子）

下るほど、身体を使う部位も上半身から下半身へと下がってゆくのですね。1991年に社会
主義政権が崩壊して以降、首都アジスアベバには、エンターティメントとしての伝統舞踊を
楽しむレストランがたくさんできるようになりました。ショーに観るワライタの踊りは、完成度
が高く、軽快なリズムとコミカルな動きや男女の掛け合いが笑いを誘います。

見渡す限り一面のサイザル畑とその中に立つバオバブです。
（KENYA）ナイロビからコースト方面に向かう長距離バスの
中、ある程度コーストに近づいてくると見かける風景です。
サイザルは刈り取った葉から繊維をとり、様々な日用品・
工芸品などに使われます。キオンドと呼ばれる籠やマットな
どは日本でも雑貨店などで流通しています。サイザル麻と
呼ばれたりもしますが麻の仲間ではなく竜舌蘭（リュウゼツ

★シリーズ・踊り　案内人：水川勝利

★ＡＮＹＡＮＧＯ ＷＩＴＨ ＮＹＡＴＩＴＩ ＷＡＲＥＮＢＯ！！日記
　 　　レポーター：川崎幸絵

ムゼー・マーシャ・ワ・イハという強烈な個性を持った
ムゼーがいる。マリンディ近郊在住で推定年齢60歳。
ギリアマ族だ。マブンブンブ界のマシンダーノ
（ンゴマの勝負）での実力がずば抜けている。現役で
は一番名を馳せている。しかし推定年齢80歳のム
ゼー・ランドゥがいるためNo.1にはなれない。ン
ゴマの芸人の世界は渡世人のそれのように目上のも
のを必ずたてる。実力的にもムゼー・ランドゥーの方
がスケールが圧倒的に大きいのは皆が認めるところ
だ。ムゼー・マーシャにとってムゼー・ランドゥはいつ
も眼の上のたんこぶだろう。
ムゼー・マーシャは非常にまじめな性格で、間違った
ことが大嫌いだ。何事においても“遊び”というものが

ない。イキなムゼー・ランドゥとは好対照で面白
い。一旦ンゴマが始まると恐ろしいほど“カリ”（怖い、
強烈）なぺポが憑く。強烈に“高まった”精神状態にな

り、もし太鼓叩きが少しでも間違おうものなら激昂
して怒りをぶつけ、自分の耳を引きちぎるほどである！

★ンゴマ・ジャパニれぽーと２
みんなの豆本プロジェクトからのお知らせ

★ジンバブエ通信～ムビラ・ザバジムについて～案内人：ハヤシエリカ

木に鉄のケンバンをつけた楽器は、日本では俗に親指ピアノ
と呼ばれています。アフリカ各地に同様の構造の楽器はあり、
それぞれに異なった名前と演奏方法を持っています。私が
修行しているムビラ・ザバジム（Mbira　dza　vadzim）は、ジン
バブエの75％をしめるショナ族の５種類程あるムビラのひと
つです。「祖先のムビラ」という意味で、祖先崇拝の宗教儀式
専用のムビラとして１５世紀には現在の形ができていたとい
われます。ショナ族は何か問題が起きたとき祖先の霊を

を受け、2002年アフリカ縦断の旅をしていた私は、人も大地も一体になるようなムビラ音
楽に魅せられてしまいました。ジンバブエは1980年アフリカで最後に独立した国です。長
い白人支配、激しい独立戦争で、この原始宗教は迫害され廃れて来ています。しかし、
欧米での評価はとても高い。ムビラは深い伝統をもった宗教楽器だからこそ、国境を越
えた魅力を見せるのでしょう。2003年旅を終えた私はムビラとアフリカのすばらしさを日
本のみなさんに届けたくて、演奏、教室、講演活動をしてきました。一晩のムビラの儀式
を描いた絵本「神とつながる音－アフリカジンバブエのムビラ－」も出版しています。ンゴ
マ・ジャパニの熱い仲間たちに出会い、アフリカと共にいきていく情熱が一層膨らんでい
ます。

ンゴマ・ジャパニに新しい理事が加わりました！ハヤシエリカさん。ジンバブエのムビラ
を操り、多様なアフリカを絵で表現する個性豊かなアーティスト。エリカさんを迎えて更に
パワーアップした今後のンゴマ・ジャパニにご期待ください！
さて、NJ通信・第4号は、年に1度のンゴマまつりNGOMA JAPANI Vol.2とアニャンゴの

イチ押しアーティスト（活動家）テンパ・テラーの特集をお届けします。

会場を彩る東アフリカ
の人びとの写真は協力
アーティストによる作
品です。（写真左：桜木
奈央子氏。写真右：佐
藤太志朗氏・鈴木洋見氏）

多才な活動家を紹介するショートスピーチのコーナーも好評でした！熱く語る皆さんの姿
をレポートします。

ﾝｺﾞﾏ・ｼﾞｬﾊﾟﾆ理事
ﾑﾋﾞﾗ・ﾌﾟﾚｲﾔｰ
ハヤシエリカ氏

ﾏﾗｳｲのｽﾀｰ
山田耕平氏

NPO横浜ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
代表榎田竜路氏

JYNE代表山崎美緒氏

ﾝｺﾞﾏ･ｼﾞｬﾊﾟﾆ理事
ﾓｶ･ｴﾁｵﾋﾟｱ･ﾀﾞﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟ
山本純子氏（写真左下）

ｱﾌﾘｶ理解ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
副代表
若松陽子氏（写真右下）

ﾎﾟﾚﾎﾟﾚｵﾌｨｽ
代表　織本知英子氏

ｽﾗﾑ改革運動のﾘｰﾀﾞｰ
詩人テンパ・テラー氏

①ﾗｲﾌﾞの口火を切ったのは、我らが
ﾝｺﾞﾏ･ｼﾞｬﾊﾟﾆの代表　水川勝利率
いるﾏﾋﾞ･ﾏﾝｼﾞ&ｺﾞﾝﾀﾞﾌﾞ。ｽｰﾂ姿で

ﾋﾞｼｯとﾝｺﾞﾏを決めてくれました。
（写真下）

②続いての登場は、只今ノリ
のノッてるｱﾆｬﾝｺﾞwithﾆｬﾃｨﾃｨ･
ﾜﾚﾝﾎﾞ!!白熱のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽに会
場はｱｹﾞｱｹﾞ･ﾌｧﾝｷｰﾅｲﾄ!
（写真下）

③ｵﾓｼ率いるｹﾆｱのﾀｲｺ&ﾀﾞﾝｽﾕﾆｯﾄ　ﾊﾞｸﾙﾄｩ。

ﾅﾝﾄこの日が日本で最後の公演に･･･想い出の
ﾗｲﾌﾞをありがとう!!!!!(写真上）
④ﾊﾞｸﾙﾄｩwithﾆｬﾃｨﾃｨ･ﾜﾚﾝﾎﾞ!!夢の共演は、今宵

限りの幻のｽﾃｰｼﾞ
となりました。
（写真下）

⑥ﾗｲﾌﾞのﾄﾘはｻｶｷﾏﾝｺﾞｰ&Limba 
Train Sound Systemでﾏﾝｺﾞｰ系
白目ﾜｰﾙﾄﾞへｺﾞｰ!（写真下)

⑤ご覧の通り
皆さんﾃﾝｼｮﾝ
あがりまくり。
ﾝｺﾞﾏの輪が
最高潮に盛り
上がった瞬間
です。
(写真上)

テンパ・テラーかのお知らせ

アニャンゴプロデュースによるケニア書籍三部作が緊急発売となりました!!
ケニアのスラム改革運動のリーダー　テンパ・テラーによる渾身の革命詩集です。 　

限定１０００冊！！残りわずかなのでお早めにお求めを！
Ⅰ「Kenya yesterday and today」ケニア教育いまむかし　オモンディ・コヨール著　定価 800円

―ケニアの子どもたちはどういった教育を受け育つのかを解き明かす、日本初ケニア教育の書籍―

Ⅱ「AFRICA Ｉ CRY」立ち上がれ　アフリカよ　　テンパ・テラー著　定価 1000円　
―ケニアのスラムで生まれ育った著者がアフリカの真の自由の獲得のために戦うことを表明した真の革命を
　　求める魂の詩集　その1―

Ⅲ「WHO IS　MAD」狂っているのはどっちだ　テンパ・テラー著　定価 1200円
―スラム革命家詩集その２ この詩集を読むと知られざるアフリカの姿、そして世界の裏の生々しい姿が見えて
　　くる日本人必読の書―
申し込み先 ＜日ケニア スラムライズ委員会＞mukoyama7@hotmail.com

★東アフリカ・フォトぎゃらりぃ　撮影：佐藤太志朗

ラン）科の植物です。バオバブという
とサン･テグジュペリの「星の王子様」
を思い出すのですが、ひょっとすると
マダガスカルで見られるバオバブの方
が種としてはモデルに近いのかもしれ
ません。バオバブも樹皮から繊維を
とったりするようですが、滞在していた
ギリヤマ族の村では実（ヘチマの様
な実がなります）をくりぬいて、ネズミ
捕りの仕掛けやお土産用の太鼓な
どを作っていました。

ムビラの音によって霊媒師に降ろしメッセージをもらい問
題を解決に導く儀式を行います。夕方多くの人が集まり、
４、５人でムビラを弾き歌い、ホーショウ（マラカス）、ンゴ
マ（太鼓）、マリンバ（木琴）で激しく演奏され、人々は歌
い踊ります。いつしかお客にも霊がおり、痙攣し、地を這
い回る人が続出します。私の参加した儀式では朝になっ
て、霊媒師が人々にメッセージを与えていました。一晩と
もに歌い、踊り、飲食をともした人々と神聖なメッセージ

★シリーズ・踊り
～エチオピア　ワライタ民族族の踊り（南部諸民族州）～

案内人：山本純子
NJ通信2号では、同じ南部諸民族州
のグラゲの人びとの踊りを紹介しま
した。今回は、グラゲの村より更に
南部に暮らすワライタの人びとの踊
りを紹介します。ワライタの人々の
踊りは、なんと言っても腰の動きに
特徴があります。北部のアムハラや
ティグレの踊りが、首・肩・胸など、
主に上半身を使うのに対し、南のワ
ライタの人々の踊りでは腰を柔らか
く使いながら踊ります。北から南に

その細かく痙攣するように震える手足や眼球の様子から、観衆は彼が尋常でない世界
に入っていることが分かる。私は彼の眼が直視出来なかった。そしてその踊りは、全く
素晴らしいものだった。これは生で体感しないと絶対に分からない。人生において非常
に贅沢な体験だった。
名曲、“Zulia moyo asena”は彼の作である。

動画→http://ngoma-japani.orio.jp/index.php/cat/C12/

「ｱﾆｬﾝｺﾞｶﾏﾄﾞﾝｼﾞｮｳｪﾁｪﾝｹﾞｲ～♪」ケニアのルオー族の楽器、ニャティティを演奏する
アニャンゴはルオー語で歌う。そしてバックで踊る私達も勿論ルオー語でコーラスをする。
アニャンゴがオクム師匠から伝授されてきた曲を何度も聴いて、何度も歌って覚えるまで
は結構大変である。しかし、なんといっても一番難しいのは歌詞の意味を理解することだ。
比喩的表現や文化的背景が理解できないと解らない歌詞が沢山ある。けっして全ての
歌詞を理解できないとしても、とにかくニャティティの曲はポジティブメッセージが沢山

含まれている。「ウガンダの人も、マラウィの人も、
コンゴの人もアニャンゴに会いたがっている。私は
世界中の人に向けて歌う。」「世界中の人達とどう
やって生きていこうか。仲間たちと。私は沢山の人
を喜ばした。音楽で。」ケニアのルオーの村で生ま
れた歌は世界規模であることに驚いた！この日本
で生まれたニャティティグループは世界に向けて今
日もポジティブパワーを発しています！！

みんなの豆本プロジェクトエチオピア編集部から、シリーズ第四弾・第五弾同時リリース
のご案内です。『知るエチオピア・エチオピア基礎読本』『祝うエチオピア・エチオピア
ミレニアム読本』がリリースされました。基礎読本・ミレニアム読本は、2007年9月12日に
JICA地球ひろばで開かれたEthiopia Millennium in JAPAN で凡そ450名のゲストに配ら
れましたWebからダウンロードもできます。　http://ababa.cocolog-nifty.com/mamebon1/

ンゴマ・ジャパニ×アフリ家　Africa Great family　に参加！　
7月14日（土）、新理事に就任したハヤシエリカさんからのお誘いで、鎌倉・海の家Asia
で開かれたアフリ家に参加。ンゴマ・ジャパニより、マビ・マンジ＆ゴンダブ、アニャンゴ
with ニャティティ・ワレンボ!!、A.A.sisters(エチオピアダンス）の3つのユニットがAfrica 
Great familyの仲間入りを果たしました！

ンゴマ★ジャパニ通信
の作り方！

★ンゴマ・ジャパニにゅーす
第1回ンゴマニア・セミナー　～映像と音楽で現代エチオピアを知る～
EthioMania川瀬　慈　フィルム上映会“Room 11, Ethiopia Hotel”のご案内！

ンゴマ・ジャパニより新企画、東アフリカ新発見！ンゴマニア・セミナー第一弾のご案
内です。この企画は、東アフリカで暮らす人びとの生活や文化を同じ目線で体感し、
共有する場作りとしてスタートしました。

記念すべき、シリーズ第一弾は、エチオピア研究界の若手ホープ！日本学術振興会
特別研究員の川瀬慈さんをゲストに迎え『映像と音楽で現代エチオピアを知る』をテー
マに、川瀬氏撮影によるドキュメンタリーフィルムの上映と世界的に注目を集め始めた
エチオ・ジャズについて、貴重な音源を交え、お話しを伺う予定です。エチオピア初心
者からマニアまで必見の内容！どうぞ、ご参加ください。

日時：11月17日（土）17：30開場　18：00開演　19：30終了予定
場所：JICA地球ひろば　3F301会議室
　　　　http://www.jica.go.jp/hiroba/about/map.html　　　
会費：￥500（予定）
主催：ンゴマ・ジャパニ　東アフリカNGOMA親交会/協力：日本エチオピア学生会議
定員50名。お早めにお申込みを！
お申し込み先　：　ngoma_japani@yahoo.co.jp （担当：ンゴマ・ジャパニ　山本純子）
更に詳しいご案内は、ンゴマ・ジャパニのHPをCheck!  http://ngoma-japani.orio.jp/ 

★ンゴマ・ジャパニファミリーの活動予定＆報告はコチラ！
水川勝利http://ngoma-japani.orio.jp/
向山恵理子/川崎幸絵　http://profile.ameba.jp/anyangowarembo/
ハヤシエリカ　http://www.hayashi-erika.com/
山本純子　http://homepage3.nifty.com/mocha-ethiopia-dance/
佐藤太志朗　近日公開予定。


