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■後援 JICA横浜外務省
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金 日

第     回
→5/6 →5/26 入場

無料
入場
無料

10 第      回12

会場会場

月祝 11：00～19：00
(最終日17：00)

横浜市中区日本大通14 名古屋市中区栄3-14-14

10：00～17：00月～木
10：00～18：00金土日

www.africafe.jp

(最終日16：00)

6F

JICA中部

金

ティンガティンガ原画展ティンガティンガ原画展
バラカ主催バラカ主催

springspring

アフリカン現代アートアフリカン現代アート

20192019

横浜市幼稚園協会（横）

会期中両会場では、タンザニア在住 バラカ代表 島岡 強・由美子がアーティストと共に来日、皆様をお迎えいたします。

PAMOJAPAMOJAWENDEWENDETT
パモジャパモジャトゥエンデトゥエンデ

052-241-1533045-664-3917

『原材料（コーヒー豆、綿花等）ではなく、製品（インスタント珈琲、紅茶、カ
ンガ布、ティンガティンガ・アート）の輸出で、タンザニア経済発展の一翼
を担おう』――1999年より推進しているアフリカ製
品プロジェクトに基づき、バラカは、2007年設立から
一貫してタンザニア製品の輸入販売、およびプロ
モートを手がけています。本展収益の一部は、日本
赤十字社を通じ被災地への義援金、また現地アー
ティストへの画材支援に使わせていただきます。

おかげさまで バラカは 設立11周年
～アフリカ製品プロジェクトは21年目～

ティンガティンガ原画展
2019横浜展・名古屋展は、
第7回アフリカ開発会議
（TICAD 7）のパートナー
事業です。

FMヨコハマ（横）

（旧横浜三井物産ビル）KN日本大通ビル1F （大津通り沿い）

～～ ～～共に、未来へ共に、未来へ



ティンガティンガ展A4チラシ
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A4裏
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045-664-3917

横浜市中区日本大通14
KN日本大通ビル1F
(旧横浜三井物産ビル)

052-241-1533

名古屋市中区栄3-14-14
（大津通り沿い）

地下鉄「栄駅」サカエチカ7番出口
徒歩3分、「矢場町駅」6番出口徒歩3分

オープニングパーティー 参加費無料・入場自由

17：00～18：304/27

三越

松坂屋
北館

ラシック

松坂屋
本館

松坂屋
南館

地下鉄 栄駅

6番出口

地下鉄 矢場町駅

錦通

至テレビ塔↑

広小路通

久
屋
大
通

栄ガス
ビル

画廊

adidas

Apple Store

大
津
通

スカイルビル
メルサ栄店

サカエチカ出口

7

②14:00 ③15:00
5/3 STAGE ①13:00

出演:サニーサイド
ゴスペルクラブ横浜

アフリカの大地のワクワクするリズム！思わず身体が動きだす！

今年8月、アフリカの自律的な成長を力強く
後押しする国際取組『第7回アフリカ開発
会議（TICAD 7）』が、横浜で開催されます。
「自分（日本）だけでなく他の人（国）のこ
とを考え、助け合いながら良い未来にし
ていこう」 この取組に流れる、自他共栄
の心は、バラカの『アフリカ製品プロジ
ェクト』の理念と合致しており、バラカ
のティンガティンガ・アート展は、現地ア
ーティストたちの自立を支えながら、アー
トの普及・発展を共に目指しています。

今年8月、アフリカの自律的な成長を力強く
後押しする国際取組『第7回アフリカ開発
会議（TICAD 7）』が、横浜で開催されます。
「自分（日本）だけでなく他の人（国）のこ
とを考え、助け合いながら良い未来にし
ていこう」 この取組に流れる、自他共栄
の心は、バラカの『アフリカ製品プロジ
ェクト』の理念と合致しており、バラカ
のティンガティンガ・アート展は、現地ア
ーティストたちの自立を支えながら、アー
トの普及・発展を共に目指しています。

呈茶サービス
毎週土日には、妙香園さまにて
お抹茶と茶菓子の呈茶サービスもあります！

（毎土日、各日25名様）

名古屋展

横浜展

4/26 →5/6 11：00～19：00
（最終日17：00）金

ギャルリーパリ会場

妙香園画廊

5/17金 日→5/26
会場

10：00～17：00月～木
10：00～18：00金土日
（最終日16：00）

6F

入場
無料

入場
無料

会場：ギャルリーパリ前 日本大通り
主催：日本大通りアフリカンアート実行委員会
           NGOザンジバル・スポーツ教育振興会
後援：横浜市中区役所

African
Music
Stage

体験！

アフリカの民族衣装

を着てみよう

ティンガティンガ

ライヴペインティング
名古屋横浜スペシャル

イベント
スペシャル
イベント

連日
開催連日
開催

土 祝金

ティンガティンガ原画展ティンガティンガ原画展バラカ主催バラカ主催 springspringアフリカン現代アートアフリカン現代アート 20192019

                           1976年生まれ　美しい色合いと繊
細なタッチで、オーソドックスなスタイルからは一
線を画す、不思議な動物ワールドを展開している。
一方で、長老アモンデ氏（1940-2015）の、大型動
物と小さな脇役たちがハーモニーを奏でる作風を
受け継ぐ、唯一のアーティストとしても活躍中。ア
フリカの民話集「しあわせのなる木」挿絵を担当。

ヤフィドゥ氏

タンザニアから
画家が来日！

カラフル！ダイナミック！目の前で描き出すアフリカンアート

From Tanzaniaアフリカンマーケット

入場無料・雨天中止

チャリティ
野外イベント
チャリティ
野外イベント 日本大通りアフリカン

アートストリート2019

5/3 5/5→ 11：00～17：00
祝 祝金 日

横浜

アフリカン
マーケットJR、地下鉄「関内駅」徒歩

5分、みなとみらい線「日
本大通り駅」3番出口すぐ

1階「お茶の妙香園栄店」に入って、すぐ左の
エレベーターで、6Fへお越しください。

第     回10

第      回12

タンザニアのダルエスサラーム郊外にある、テ
ィンガティンガ芸術村（アート工房）のアーテ
ィストたち、現地古参メンバーから若手実
力派、それぞれの想いを込めた原画作品
を、会場いっぱいに並べて、皆様をお迎え
します。横浜、名古屋両会場とも、150点を
超す原画作品に囲まれ、来日アーティスト
によるダイナミックなライヴペインティン
グや、アフリカ直輸入製品がにぎやかに並
ぶアフリカンマーケットを通じて、アフリカ
を体感いただける、楽しい企画展です。

月祝

「アフリカの民話 トーク＆
  読み語り」

愛知

会場：あま市美和図書館
　　  愛知県あま市花正地先1-1　　 名鉄「木田駅」徒歩17分
主催・お問合せ：あま市美和図書館         052-449-1070

横浜

会場：ギャルリーパリ

参加無料

ティンガティンガ・アート、無農薬コーヒー、紅茶、スパイス、アフリカ布カンガ、
キテンゲ、ファッション雑貨、アクセサリー、アフリカ関連書籍

About TingaTinga ArtAbout TingaTinga Art
1968年、ティンガティンガ・アートは、ティンガティンガ氏とその弟
子たちが、大きなバオバブの樹の下で、絵を描きながら始まりまし
た。ティンガティンガという名称は、創始者の名前Edward Saidi 
Tingatinga(1937-1972）に由来します。タンザニアの豊かな自然、
動物や鳥、人々の暮らしを、たった6色のペンキから色鮮やかに、下

描きをせずのびのびと描きだ
す、ダイナミックな作風が魅力
です。創始者亡き後、師の作風
や精神が受け継がれ、描写方
法やスタイルも色々な方向へ
と枝分かれし、現在ティンガテ
ィンガ芸術村では、約100名の
アーティストが活動しています。

4/26（金） 17：30～18:00
5/3（金祝） 17：30～18:00

出演：島岡 強・由美子

　　　　　　　 「タンザニア在住30年、
ティンガティンガ・アートを通して見るアフリカ」

アフリカの民話挿絵原画・
パネル展とタンザニア物産展

「ティンガティンガ・アートを描こう」
5/8（水）～5/12（日） 10:00～17:00
　　　　　　　※8（水）は13:00～

作家：島岡由美子
5/12(日) 10：00～11：30 参加無料

5/12(日) 13:30～15:00
参加無料・予約不要

アフリカ雑貨・書籍

アフリカの雇用創出のため漁業、運送、貿易事
業、スポーツ、アートの文化交流を続ける革命家、
島岡 強・由美子夫妻。現地作家がアートにこめ
た想いや、アートの背景にある、貧しくも明るく
たくましく生きる、現地のくらしをお伝えします。

トークイベントトークイベント

トークイベントトークイベント
ワークショップワークショップ

PAMOJAPAMOJA
TTWENDEWENDE

～～ ～～共に、未来へ共に、未来へ

タンザニア産カシューナッツ、アフリカンスパイシー
スナックをドリンクとごいっしょにお楽しみください


