Festa de Timor-Leste 2016

東ティモール
フェスタ 2016

参加
無料

日本ではまだあまり知られていない東ティモール民主共和国
この国の、いまだ知られざる魅力を「知って」
「味わって」「つながる！」東ティモール体感フェスタ

13:00 -19:00

日時

場所

上智大学 四谷キャンパス
９号館地下 カフェテリア

東ティモール・フェスタの見どころ

会場アクセスマップ

・東ティモールの料理やフェアトレードコーヒーが味わえる！

東ティモール人ミュージシャン

上智大学 / 東ティモール・フェスタ実行委員会
東ティモール・フェスタ実行委員会
アジア太平洋資料センター（PARC）/ APLA / ウォーターエイドジャパン /
オルター・トレード・ジャパン / ケア・インターナショナル ジャパン /
サレジオ工業高等専門学校 / シェア＝国際保健協力市民の会 /
上智大学 アジア文化研究所 / 上智大学 外国語学部ポルトガル語学科 /
学生 NGO HaLuz / パルシック / ピースウィンズ・ジャパン /
東ティモール医療友の会（AFMET）/ 東ティモール全国協議会 /
東ティモール日本文化センター / ほっかいどうピーストレード

協賛

花王ハートポケット倶楽部 / 花王株式会社

後援

東ティモール大使館 / 清泉女子大学 / JICA（申請中）

麹町大通り ( 新宿通り )

至 皇居

聖イグナチオ教会

９号館地下
カフェテリア
正門

入場無料！

エゴ・レモス 来日！
アコースティック ライブコンサート
共催

北門

谷駅
四ッ

多くの方のご参加をお待ちしています！
第2部

内線
丸の

・東ティモール伝統衣装の着付けが体験できる！ などなど

四ッ谷駅

東ティモールの 最新情報が聞ける！

四ッ谷駅

・NGO によるフェアトレード・保健・教育分野での

JR

JR 中央線、東京メトロ丸の内線・南北線
四ッ谷駅 徒歩 5 分

中央線

・東ティモールの魅力が満載の写真展！

南北線

・手作りアクセサリーや伝統織物タイス雑貨の販売！

至 東京

迎賓館

至 新宿

上智大学
四谷キャンパス
千代田区紀尾井町 7−1

問い合わせ
東京都千代田区神田淡路町 1-7-11 東洋ビル 1F
パルシック気付
東ティモールフェスタ 2016 実行委員会事務局
TEL: 03-3253-8990
E-mail: oﬃce@parcic.org

Web サイト：http://parcic.org/TLfesta2016/

東ティモールって、どんな国？
「東ティモール」という国の名前を聞いたことがありますか？
東ティモールは、平均年齢が 18.8 歳で国民の約 7 割が 30 歳以下という若い力があふれる国です。海は透明度が高く、
人気のダイビングスポットにもなっています。インドネシア・バリ島の東方、ティモール島の東部分に位置してい
ます。島の西部分はインドネシア領、南にはオーストラリアがあります。ちなみに、日本と時差がありません。

東ティモール基礎データ
国名：東ティモール民主共和国
（Republica Democratica de Timor-Leste）

面積：約 1 万 4,900 平方キロメートル
（東京、千葉、埼玉、神奈川の合計面積とほぼ同じ）

首都：ディリ
人口：約 121.2 万人
言語：テトゥン語（公用語）
、ポルトガル語（公用語）
、インドネシア語ほか
宗教：キリスト教 99%（カトリック98％、プロテスタント1％）イスラーム1％
通貨：米ドル
主要産業：コメ、とうもろこし、イモ類、ココナッツ等の農業
輸出用作物として、コーヒー
石油・天然ガスの開発が貴重な国家財源

東ティモール周辺地図
アジアでいちばん新しい国、東ティモール

ティモール島は 16 世紀にポルトガルによって植民地化されました。17 世紀、覇権を争っていたオランダとポルトガルで小さな島が
分割され、ティモール島の西側はオランダ領、東側はポルトガル領となりました。第二次大戦後、西側はインドネシアの一部として
独立しましたが、東側はポルトガル領のままとなったことをきっかけに、独立の動きが強まりました。1975 年に東ティモール民主共
和国の独立宣言を行ったのちにインドネシア軍による侵攻を受け、1999 年にようやく国連監視の下での住民投票を経て、2002 年に
東ティモール民主共和国として正式に独立を果たしました。今なおアジアの最貧国の 1 つとされています。
国になってから、まだ 14 年。新しいこの国の明るい未来を、ぜひ応援してください！

タイムテーブル
第1部

13：00

第2部

オープニング

東ティモール大使

18：00

フィロメノ・アレイジョ・ダ・クルス氏よりご挨拶

エゴ・レモス
アコースティックライブコンサート

東ティモール人留学生による伝統舞踊上演

14：00

ミュージシャン エゴ・レモス
本名：Eugenio Fatima Lemos

トークセッション

NGO と教育機関から聞く東ティモール 〜活動の現場から、最新レポート〜

14：00~ テーマ１

15：00~ テーマ２

フェアトレード
APLA / オルター・
トレード・ジャパン
×

ピースウィンズ・
ジャパン
×

~
~

パルシック

保

16：00~ テーマ３

健

教

育

シェア

サレジオ高専

ウォーターエイド
ジャパン

上智大学

×

×

東ティモール
医療友の会

Kafé

×
×

CARE
×

Tetun

HaLuz
×

東ティモール
日本文化センター

賛同・寄付のお願い
東ティモールにご興味をお持ちの皆さまからのあたたかいサポート、心よりお待ちしています

2,000 円、団体・企業 / 一口

2 万円

賛同者は Web サイトと当日プログラムに掲載させていただきます（希望者のみ）

寄付：いくらでもかまいません

平和や自然、持続可能な開発について世界各国で講演活動を行
なう中、2006 年にオーストラリアのアボリジニ音楽家として
著名な Geoﬀrey Gurrumul Yunupingu にその歌声とリズムを認
められ、オーストラリアでのメジャーデビューを果たす。
2009 年にオーストラリアで公開された、東ティモールを舞台
とした映画「Balibo」の主題歌を手がけ、最優秀オリジナル映
画 曲 作 曲 賞（Best Original Song Composed for Screen at the
2009 APRA Screen Music Awards）を受賞。

振込先

東ティモール・フェスタを支援をしてくださる団体／個人を募集しています

賛同金：個人 / 一口

1972 年東ティモール生まれ
パーマカルチャーの実践者であり
ミュージシャン
1999 年の騒乱では父と祖父を失う。

ゆうちょ銀行 記号：10130 番号：91330761
口座名義：東ティモールフェスタ
（ゆうちょ銀行以外の金融機関からは以下）
ゆうちょ銀行 支店：〇一八 店番：018 種類：普通 番号：9133076
口座名義：東ティモールフェスタ

