
 

 

世界の音楽・文化を日本に紹介し続け、また世界に向けて文化の発信を続ける 

富山県南砺市のフェスティバル『スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド』 

 

 世界に向けて文化・情報の発信を―――プロジェクトの狙い 

坂本九の世界的ヒットソング「上を向いて歩こう：別名スキヤキソング」。この曲名にあやかって世

界に文化・情報を発信しようと、1991年散居村で有名な富山県南西部の小さな町、福野町（現：南砺

市）でワールドミュージック・フェスティバル「スキヤキ･ミーツ･ザ･ワールド」がスタート。メインテ

ーマは「音楽を通しての異文化交流」。ワールドミュージックの紹介を通して世界各地のさまざまな文

化との出会いと交流の場をつくり、相互理解を深めることはもちろん、地域に根ざした新たな音楽文化

の創造を目指す「市民参加型フェスティバル」として全国から注目を集めています。 

 多彩なプログラム―――“スキヤキ式“ 

有料・無料のコンサートをはじめ、アーティストから学

ぶ演奏や踊りのワークショップ、演奏パレード、アマチュ

アステージ、シンポジウム、展示、地元作家の作品展示販

売、飲食マーケットなど多彩なプログラムで、子どもから

年配まで幅広い世代が気軽に楽しむことが可能。会期前に

は、巡回コンサートや市民対象の長期滞在型ワークショッ

プを市内外で数多く開催。アーティストからの直接指導に

より、市民とアーティストがともにステージ演奏を目指し

た舞台作品を創り上げるユニークな交流活動は“スキヤキ

式”として高い評価を受けています。 

  

Since 1991 



 新しい音楽文化の創造―――真の世界発信 

１０年前以上からスキヤキは、アーティストの長期滞在のためにプロモーターなどの招聘会社を介さ

ず、アーティスト側との直接交渉によって日本へ招聘するスタイルを確立。長期滞在の効果は、市民交

流だけでなくアーティスト間交流にも積極性を生み、スキヤキ 2010 では 20 周年スペシャルユニッ

トとして「スキアフリカ "スキヤキ・オールスターズ"」（ジンバブエ・カメルーン・トーゴ・韓国・日

本のアーティストによる混成グループ）が誕生しました。その後、スキヤキ 2011 では「クアトロ・ミ

ニマル」（メキシコ、韓国、日本）、スキヤキ 201２では「スキヤキ電気ボックス」（コロンビア・日

本）、スキヤキ 2014 では「ボンゲジウエ＆スキヤキ・フレンズ」（南アフリカ・モザンビーク・韓

国・日本）が誕生。2016 年秋には、クアトロ・ミニマルによるアメリカ大陸ツアー（4 カ国 10会場）

を行うなど多くの国内公演や海外ツアーを成功させています。 

   

スキアフリカ "スキヤキ・オールスターズ"         クアトロ・ミニマル             ボンゲジウエ＆スキヤキ・フレンズ 

 

【スキヤキから誕生した７つの市民楽団】 

   

スキヤキ・スティール・オーケストラ 気分はカリビアン サラマレクム！ 

   

サムルノリ・シグ！ トゥーマラッカ スキヤキ巨大人形隊 

これまでに実施した長期滞在型ワークショップからは、95 年スティールドラムの「スキヤキ・スティール・

オーケストラ」、97 年小学校スティールドラムクラブの「気分はカリビアン」、98 年打楽器の「サラマレ

クム！」、03 年小中学生韓国打楽器グループの「サムルノリ・シグ！」、09 年親指ピアノの「スキヤキ親

指ポロリンズ」、13 年ブラジル打楽器の「トゥーマラッカ」、14 年「スキヤキ巨大人形隊」が誕生し、年

間を通して活動するグループとして音楽文化の創造・発信を実現。 



また“スキヤキレーベル”からは、これまでに５枚のアルバムを国内外でリリースし、作品の発信

を通してアーティストをバックアップしています。 

■クアトロ・ミニマル                          ■セシリア・トッド 

「ラ・コラ・デル・ドラゴン」           「愛する歌国ベネズエラ」 

SKYK-003         SKYK-005 

2015年リリース         2016年リリース 

 

 市民主導のフェスティバル―――ボランティアスタッフによる企画・運営 

このフェスティバルの最大の特徴は、県内

外から集まるボランティアスタッフによって

組織された実行委員会で企画運営している

点。役割分担した組織によって１年かけて準

備し、小学生から70代のベテランまで200

名を超えるスタッフが自分のポジションをこ

なします。実行委員会の本拠地は南砺市福野

文化創造センター「ヘリオス」。「異文化交

流」をコンセプトに様々な自主文化事業に取

り組む同センターが事務局としてフェスティ

バルの支援を行っています。 

 国内外のネットワーク化――― 

日本における“ワールドミュージックの郷”を目指し、アジアの中心へ 

 国内でのネットワーク化を図る目的から「スキヤキ・トーキョー」と題した東京公演や、名古屋・

沖縄等での協力公演を開催し、日本における“ワールドミ

ュージックの郷“づくりを目指しています。また、国際的

な視野での企画には、スタッフの人材育成が必要で、アジ

アの中心として海外フェスティバルとのスタッフ交流や、

情報の共有のためのネットワーク化にも長年積極的に取り組んでいます。 

 スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド 主な受賞歴 

平成８年１1 月  北日本新聞社地域社会賞受賞 

平成１４年７月  サントリー地域文化賞受賞 

平成１４年９月  富山県部門功労（文化分野）表彰 

平成２０年３月  とやま未来遺産に選定 

平成 21 年 2月  国際交流基金 地球市民賞受賞 

平成 2２年１１月 南砺市功労表彰 

平成 2３年３月  ふるさとイベント大賞 優秀賞受賞 

平成２４年２月  地域再生大賞 優秀賞 

 

 

 

 

 

【ネットワーク・フェスティバル】 

FESTIVAL TIMITAR（モロッコ） 

SEE NOW WE World Music Festival（韓国） 

【出演した主な海外アーティスト】 

第１回のドラマーズ・オブ・ブルンジ（ブルンジ）に始まり、オリヴァー・

ムトゥクジ（ジンバブエ）、ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ（キューバ）、

カルリーニョス・ブラウン（ブラジル）、ドゥドゥ・ニジャエ・ローズ・パー

カッション・オーケストラ（セネガル）、レネゲイズ・スティールドラム・オ

ーケストラ（トリニダード・トバゴ）、スアール・アグン（インドネシア）、ト

リオ・ファトルーソ（ウルグアイ）、ヴァルティナ（フィンランド）、オーケ

ストラ・バオバブ（セネガル）、アビブ・コワテ＆バマダ（マリ）、デバシ

シュ・バタチャルヤ（インド）、ドベ・ニャオレ（コートジボアール）、チウ

ォニーソ（ジンバブエ）、グナワ・ディフュージョン（アルジェリア）、アン

トニオ・ロウレイロ（ブラジル）、ジュピター＆オクウェス・インターナシ

ョナル（コンゴ）、マイラ・アンドラーデ（カーボヴェルデ）、シェイク・ロ

ー（セネガル）など日本を含め４６カ国以上１９５組に及ぶ。 

富山県南砺市       キャッチフレーズ  「さきがけて 緑の里から 世界へ」 
富山県の南西端に位置。人口約52,000人。平成１６年に８つの町村（城端町、平村、上平村、利賀村、井波町、井口村、福野町、

福光町）が合併し「南砺市」となる。文化芸術創造都市として平成22年度文化庁長官表彰を受賞。ユネスコ世界遺産に登録される

「五箇山の合掌造り集落」をはじめ、平家の落人の哀愁を奏でる「麦屋節」や、中世田楽から派生した「こきりこ」などの「五箇山民

謡」など、香り高い歴史・文化遺産には、多くの人が訪れる。さらには、世界の演劇人が集う「利賀フェスティバル」や、４年に一度世

界の木彫家が集う「いなみ国際木彫刻キャンプ」、ワールドミュージックの祭典「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」などを開催、伝統文

化を継承すると同時に、新たな世界の文化も積極的に取り入れ、地域振興に繋げている。 



 「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」２５年の歩み 

 

第１回 1991 年 

出演：ドラマーズ・オブ・ブルンジ（ブルンジ） 

実行委員長：河合秀和 

※ブルンジ大使来町。アフリカ民俗文化展、北アフリカ写真展を開催 

 

第２回 1992 年 

出演：レネゲイズ・スティールドラム・オーケストラ（トリニダード・トバゴ） 

実行委員長：河合秀和 

※フェスティバル会期前に福野小学校の子供たちとスティールドラムを試作。前夜

祭に夜高あんどん出演。 

 

第３回 1993 年 

出演：ドゥドゥ・ニジャエ・ローズ（セネガル）、レネゲイズ（トリニダード） 

実行委員長：晩田誠一 

※会期前にドゥドゥ一行と地元の夜高太鼓保存会とで新曲づくりに挑戦、コンサー

トで披露。ツインズ・セブン・セブン（ナイジェリア画家）展開催。会期中の空き

時間を利用してセネガル×トリニダード×福野中学サッカー部でサッカー親善試

合を開催。 

 

第４回 1994 年 

出演：スアール・アグン（インドネシア）、ドゥドゥ・ニジャエ・ローズ（セネガ

ル）、ネーネーズ（日本・沖縄） 

実行委員長：晩田誠一 

※会期前の 1 週間、ドゥドゥ一行が福野町に滞在、地元の子供たちにアフリカンド

ラムを指導、コンサートで披露。スキヤキでの共演が縁を結び、ネーネーズの CD

「なーらび」にバリ島録音でスアール・アグンが参加。 

 

第５回 1995 年 

出演：マハラティーニ&マホテラクイーンズ（南アフリカ）、レネゲイズ（トリニダ

ード）、ナナ・ヴァスコンセロス（ブラジル）、グランムン・レレ（レユニオン）、マ

マドゥ・ドゥンビア（マリ）ほか 

実行委員長：伊藤 巌 

※滞在型ワークショップを本格的に開始。ブライアン・ブルーマント（レネゲイズ）

を講師に１ヶ月間スティールドラム教室を開催、前夜祭で披露しスキヤキ・スティ

ール・オーケストラ（SSO）誕生。クラブナイトがスタート。長倉洋海写真展開催。 

 

第６回 1996 年 

出演：チンバラーダ（ブラジル）、ブークマン・エクスペリアンス（ハイチ）、レデ

ィスミス・ブラック・マンバーゾ（南アフリカ）、アローナ・ニジャエ・ローズ（セ

ネガル）、瀬木貴将（日本）、鬼怒無月（日本）ほか 

実行委員長：伊藤 巌 

※文化庁「文化のまちづくり事業」の指定を受ける（～2000 年）。フリースペー

ス bit スタート。第 2 期スティールドラム教室開催。スティールドラム 18 セット

を購入。 

ドゥドゥ・ニジャエ・ローズ 

ドラマーズ・オブ・ブルンジ 

レネゲイズ 

スアール・アグン 

マハラティーニ&マホテラクィーンズ 

チンバラーダ 



第７回 1997 年 

出演：ジタン（インド、スペイン）、ヴォーカル・サンプリング（キューバ）、アローナ・ニジャエ・ローズ（セネ

ガル）サンディー（日本）、チカブーン（日本）、やちむん（日本、沖縄）、パンケー

キ（日本）、クレイグ・マックォーリー（映像、USA）ほか 

実行委員長：田中かず代 

※SSO がスティールドラムの本場トリニダード・トバゴに遠征（2 月）。福野小学

校スティールドラムクラブ誕生（4 月）。第 3 期スティールドラム教室開催。アロ

ーナが 1 ヶ月間、地元の若竹太鼓保存会にアフリカンドラムを指導、コンサートで

披露。ポスター等のイメージイラストを公募開始。スキヤキ・ネットワーク が自治

大臣表彰（3 月）。SSO が NHK とやまふるさと賞受賞（3 月）。 

 

第８回 1998 年 

出演：ヴァルティナ（フィンランド）、マールタ・シェベスチェーン＆ムジカーシュ

（ハンガリー）、coba（日本）、アローナ・ニジャエ・ローズ（セネガル）、イワン・

ファルス（インドネシア）、どんと with 小嶋さちほ（日本）ほか 

実行委員長：村中清孝 

※アローナを講師に 1 ヶ月間アフリカンドラム教室を開催、前夜祭で披露しサラマ

レクム誕生。長倉洋海写真展開催。実行委員会が北日本新聞地域社会賞受賞（11

月）。 

 

第９回 1999 年 

出演：タンブール・ドゥ・ブラザ（コンゴ）、スアール・アグン（インドネシア）、

アローナ・ニジャエ・ローズ（セネガル）、ヤナ（スペイン）、ウィリー・ナガサキ

＆サボール・パランテ（日本）、ダンス☆マン（日本）、コトブキ・ミーツ・ヤヒロ

トモヒロ（日本）、谷口隆（染織家、日本）スキヤキ・スティール・オーケストラ（日

本）ほか 

実行委員長：村中清孝 

※安居寺、ア・ミュー広場など、会場を福野町一円に拡げる。安居の竹を使ってバ

リ島の楽器づくり。福野縞をモチーフに郷土文化を紹介。安居寺でプレコンサート

（6 月）。 

 

第１０回 2000 年 

出演：ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ（キューバ）、TIPA（チベット）、アロ

ーナ・ニジャエ・ローズ（セネガル）、ブラックボトム・ブラスバンド（日本）、ケ

イソン（日本）、ペマ・ギャルポ（講演、チベット）、スキヤキ・スティール・オー

ケストラ（日本）ほか 

実行委員長：村中清孝 

※SSO が CD「オン・ザ・ロード」をリリース。映画「ブエナ・ビスタ・ソシア

ル・クラブ」「クンドゥン」上映。国指定重要文化財「厳浄閣」でプレコンサート

（6 月）。 

 

第１１回 2001 年 

出演：カルリーニョス・ブラウン（ブラジル）、プリ（韓国）、アローナ・ニジャエ・

ローズ（セネガル）、オマール・ソーサ（キューバ）、coba（日本）、 ロッキング

タイム（日本）、ドミノ 88（日本）、渋さ知らズ（日本）、スキヤキ・スティール・

オーケストラ（日本）ほか 

実行委員長：村中清孝 

※coba が SSO 初のオリジナル曲「インコントリズモ」を作曲、安居寺で世界初

演。安居寺で「おめでとう！新世紀ライブ」を開催、NHK ゆく年くる年生中継（1 

月）。スキヤキ・アンテナショップ「kichi-ya」オープン（3 月）。FM となみラジ

オ番組「ちゃんぷるカフェ」スタート（4 月）。スキヤキ・ミーツ・ザ・南部を開催 

（7 月）。アフガニスタン難民救援ライブを kichi-ya で開催（11 月）。 

ジタン 

ヴァルティナ 

タンブール・ドゥ・ブラザ 

ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ 

カルリーニョス・ブラウン 



第１２回 2002 年 

出演：ロキア・トラオレ（マリ）、プリ（韓国）、マハラジャ（インド）、PE`Z（日本）、アイティムラティ（中国

カザフ自治州）、HARRY（日本）、はじめにきよし（日本）、ふちがみとふなと（日本）、高桑常寿（写真家、日本）、

スキヤキ・スティール・オーケストラ（日本）、サラマレクム（日本）ほか 

実行委員長：村中清孝 

※ウォン・イル（プリ）が SSO の 2 曲目のオリジナル曲「アラリク」を作曲、安

居寺で世界初演。サラマレクムが韓国伝統太鼓チャンゴに挑戦。写真展「アフリカ

ン アーティスト by 4×5」開催。ママドゥ・ドゥンビア kichi-ya ライブ（6 月）。

スキヤキ・ミーツ・ザ・高瀬（8 月）。スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド事業がサン

トリー地域文化賞受賞（7 月）。富山県部門功労（文化分野）表彰（9 月）。 

 

第１３回 2003 年 

出 演：オーケストラ・バオバブ（セネガル）、エポカ・ヂ・オウロ（ブラジル）、朝崎郁恵（日本、奄美）、チャ

ン・ジェヒョ（韓国）、ウエイノ（南米）、エドアード・ディ・ムーロ（画家、イタリア）ブロークン・パール（韓

国）、耳切坊主（日本、沖縄）、ストーンド・ソウル・ピクニック（日本）、コパ・サルー ヴォ（日本）、アペラッ

チャコ（日本）、西馬音内盆踊り「北の盆」（日本）、スキヤキ・スティール・オーケ

ストラ（日本）、サラマレクム（日本）ほか 

実行委員長：村中清孝 

※サラマレクムが安居寺ステージに本格デビュー、アフリカや韓国、日本のリズム

を融合したパフォーマンスが絶賛される。イラスト展「アフリカの暮らしと人」開

催。子どもチャンゴグループ「サムルノリ・シグ！」誕生、スキヤキ・ミーツ・ザ・

中部（6 月）。 

 

第１４回 2004 年 

出演：ドゥドゥ・ニジャエローズ・パーカッション・オーケストラ（セネガル）、バ・シソコ（ギニア）、ヨンチ＆

ウヒ（韓国）、大島保克（日本）、 Saigenji（日本）、スキヤキ・スティール・オーケストラ（日本）、サラマレク

ム（日本）、中村義郎×ヤヒロトモヒロ（日本）、桑山哲也（日本）、ウィリー・ナガサキ（日本）、スカポンタス

（日本）、バランサ（日本）、吉本佳代（日本）ジェネレーション・ギャップ（日本）、ゆたんぽ（日本）、ウエイノ

（南米）、伊藤千枝［珍しいキノコ舞踊団］（日本）、谷口隆［染織家］（日本）ほか 

実行委員長：村中清孝 

※南砺市誕生。ギニア出身バ・シソコをスキヤキが単独招聘。スキヤキ・スティー

ル・オーケストラがホールステージでプレイ、ダンスを取り入れた演奏が絶賛され

る。ア・ミューde ナイト、アート・マルシェがスタート。やちむん kichi-ya ライ

ブ（4 月）、散打&サラマレクム富山能楽堂ライブ（5 月）、スキヤキ・ミーツ・ザ・

東部（7 月）、福光ねつおくり祭り（7 月） 

 

第１５回 2005 年 

出演：アビブ・コワテ＆バマダ（マリ）、カリビアン・マジック・スティール・ドラム・オーケストラ（トリニダ

ード）、上々颱風（日本）、オレンジ・ペコー（日本）、めおと楽団ジギジギ（日本）、歌姫楽団（日本）、ザ・チェ

リー・コークス（日本）、デザート・パイナップル（韓国）、スカルプ（日本）、ママドゥ・ドゥンビア×アフリク

ンダ（西アフリカ）、スキヤキ・スティール・オーケストラ（日本）、夢子（日本）、サラマレクム（日本）、泣き虫

（日本）、谷口隆［染織家］（日本）ほか 

実行委員長：村中清孝 

※単独招聘第２弾、アビブ・コワテ＆バマダ。スキヤキ・マダンがスタート。スキ

ヤキ・ミーツ・ザ・西部（7 月）、福光ねつおくり祭り（7 月） 

 

ロキア・トラオレ 

オーケストラ・バオバブ 

ドゥドゥ・ニジャエ・ローズ 

アビブ・コワテ＆バマダ 



第１６回 2006 年 

出演：エリク・アリアーナ＆コロンゴジャム（カメルーン）、コパ・サルーヴォ（日本）、ガイアクアトロ（日本）、

ヴァイナログ（韓国）、スキヤキ・スティール・オーケストラ（日本）、サラマレクム（日本）、グゥイギ（日本）、

F.I.B JOURNAL（日本）、アペラッチャコ（日本）、サカキマンゴー＆リンバトレインサウンドシステム（日本×

タンザニア）、やちむん（日本,沖縄）、山崎 雄弘（日本）、RED JETS（日本）、ス

カンキーオールド（日本）、谷口隆［染織家］（日本）ほか 

実行委員長：村中清孝 

※単独招聘が定着。エリク・アリアーナ＆コロンゴジャム。グラン・マダン開催。

県内各地でエリクがミニコンサート＆ワークショップなどの交流活動展開。ファボ

ーレ SC、井波中学校、花椿（8 月）、福光ねつおくり祭（7 月）、めざましテレビ

生出演（8 月） 

 

第１７回 2007 年 

出演：エリク・アリアーナ＆コロンゴジャム（カメルーン）、エビゾ・バングーラ＆ファミリー（ギニア）、大島保

克（日本,石垣）、サカキマンゴー＆リンバトレインサウンドシステム（日本）、チャン・ジェヒョ（韓国）、スキヤ

キ・スティール・オーケストラ（日本）、サラマレクム（日本）、グゥイギ（日本）、I S （韓国）、ザ・コロナ（日

本）、ザッハトルテ（日本）、ヤマザキヤマト＆村治進（日本）、鼻毛の森（日本,富山）、サハジ（日本,富山）、谷口

隆［染織家］（日本）ほか 

実行委員長：橋本正俊 

※会場をア・ミュー広場から園芸植物園に移し、オープニングステージ、フローラ

ルステージを新設。過去最高の来客・動員数を記録! エリク・アリアーナ＆コロン

ゴジャム昨年に続き来スキ。スキヤキをモチーフとしたオリジナル楽曲（スキアフ

リカ）を発表。県内各地でエリクとエピゾがミニコンサート＆ワークショップなど

の交流活動展開。世界遺産菅沼合掌集落、さくら保育園、花椿、いなみ木彫刻（8

月）。チャン・ジェヒョ kichi-ya ライブ（6 月）、福光ねつおくり祭り（7 月）、チ

ャンゴ・アフリカンドラムなどの期間前ＷＳを県内各地で展開。地元サッカースポ少チームと国際親善試合（8月）。

ジャラスム・ジャズ・フェス（韓国）と交流スタート。スキヤキ・サポーター制度導入。 

 

第１８回 2008 年 

出演：ドベ・ニャオレ（コートジボアール）、グラストン・ガリッツア（ブラジル）、トリオ・ファトルーソ（ウル

グアイ）、ワガン・ンジャエローズ（セネガル）、アブドゥ・バイファル（セネガル）、ヤヒロトモヒロ（日本）、チ

ャン・ジェヒョ（韓国）、関美奈子（ドイツ、日本）、ハチ＆ＴＪ（韓国）、スキヤキ・スティール・オーケストラ

（日本）、サラマレクム（日本）、グゥイギ（日本）、クオシモード（日本）、ンダナ（日本）、アペラッチャコ（日

本）、谷口隆［染織家］（日本）ほか 

実行委員長：橋本正俊 

※福野駅前から植物園までのスキヤキ・パレードを福野商工会青年部と開催。ステ

ージを目指す期間前育成プログラムを多様に展開（ドベ・ニャオレが地元小中コー

ラスグループに合唱指導、サラマレクムがチャン・関とオリジナルステージ制作、

アブドゥ・ワガンとグゥイギがタンヌベール制作、チャンが和太鼓とシグ！を指導

など）。県内各地でスキヤキがミニコンサート＆ワークショップなどの交流活動展

開。グラストン・県立盲学校（8 月）、世界遺産菅沼合掌集落（7 月)、花椿（7 月）、

福光ねつおくり祭り（7 月）。地元サッカースポ少チームと国際親善試合（8 月）。ウルサン・ワールド・ミュージ

ック・フェス（韓国）と交流スタート。とやま未来遺産に選定。 

実行委員会が国際交流基金「地球市民賞」を受賞（2009 年 2 月）。 

エリク・アリアーナ＆コロンゴジャム 

ドベ・ニャオレ 

エリク・アリアーナ＆コロンゴジャム 



第１９回 2009 年 

出演：チウォニーソ（ジンバブエ）、カレース・モチオ（カメルーン）、ピーター・ソロ＆カカラコ（トーゴ＆フラ

ンス）、マリオ・ジョセフ（トリニダード＆ドバゴ）、ソナギ・プロジェクト（韓国）、ワガン・

ンジャエローズ（セネガル）、サカキマンゴー＆リンバ・トレイン・サウンド・システム（日本

/タンザニア）、ンダナ（日本/アフリカ）、ゴマ（日本/オーストラリア）、ジュスカグランベー

ル（日本/フランス）、ボア・ノイチ（日本/ブラジル）、スキヤキ･ステーィル･オーケストラ（日

本/スキヤキ）、サラマレクム！（日本/スキヤキ）、グウィギ（日本/富山）、茂木佐和子（日本

/東京）ほか 

実行委員長：橋本正俊 

※サカキマンゴー親指ピアノ道場によりスキヤキ親指ポロリンズ（SOP）誕生。期間前育成プ

ログラムを多様に展開（チウォニーソが地元中高生コーラスグループへ合唱指導、ワガンの子

供対象サバール指導、ピーター・ソロのアフリカ音楽体験、マリオとＳＳＯがオリジナル曲制

作、サラマレクム!とソナギ・プロジェクトがオリジナルステージ制作など）。県内各地でミニ

コンサート＆ワークショップなどの交流活動展開。スキヤキミーツなんと in 光徳寺 サカキマンゴー（７月）、世

界遺産菅沼合掌集落（８月）、花椿（８月）。地元サッカースポ少チームと国際親善試合（8 月）。シンポジウム「ジ

ンバブエの現実。アーティストたちができること」。マーシ園とオリジナルグッズ製作開始。スキヤキ・マダン「無

料楽器体験コーナー」設置。 

 

第２０回 2010 年 

出演：スキアフリカ “スキヤキ・オールスターズ”＜チウォニーソ（ジンバブエ）、ピーター・ソロ（トーゴ）、

エリク・アリアーナ（カメルーン）、チャン・ジェヒョ（韓国）、 サカキマンゴー（日本）、ンダナ（日本）＞、デ

バシシュ・バタチャルヤ（インド）、ラジェル（マダガスカル）、マリアナ・バラフ

（アルゼンチン）、マリオ・ジョセフ（トリニダード・トバゴ）、キングダム☆アフ

ロックス（日本）、ロワンビラ（日本／ジンバブエ）、マウンテン・モカ・キリマン

ジャロ（日本）、モヒカン・ファミリーズ（日本）、アペラッチャコ（日本／富山）、

スキヤキ・スティール・オーケストラ（日本／スキヤキ）、サラマレクム！（日本／

スキヤキ）、グゥイギ（日本／富山）、茂木佐和子（日本/東京）ほか 

実行委員長：橋本正俊 

※20 周年事業として、ゆかりのアーティストによるオリジナルユニット「スキアフリカ“スキヤキ・オールスタ

ーズ”」の結成と南砺市内巡回コンサート「スキヤキ・キャラバン」を開催（7 カ所、６～8 月）。期間前育成プロ

グラム（ラジェルによる地元中高生コーラスグループへの合唱指導、ピーター・ソロによるアフリカ音楽体験２、

サカキマンゴーによる親指ピアノ道場２など）。金沢 21 世紀美術館と「ファン・パブロ・ヴィラ」コンサートを

共同開催（7 月）。花椿ワークショップ（７月）。地元サッカースポ少チームと国際親善試合（8 月）。シンポジウ

ム「スキヤキ 20 年で得たもの」。20 年を振り返るスキヤキ・ヒストリー展。アジア・オセアニア・ワールドミ

ュージック・フェスティバル・フォーラムの設立。スキヤキ・オールスターズ東京公演（8 月）、韓国公演（8 月）、

南砺市功労表彰（11 月）。アフリカ公演（2011 年 2 月）。「ふるさとイベント大賞―優秀賞―」を受賞（2011

年３月）。 

 

第２１回 2011 年 

出演：アマジーグ・カテブ（アルジェリア）、オマラ・モクタル・ボンビーノ（ニジェール）、“クアトロ・スキヤ

キ・ミニマル”＜ファン・パブロ・ヴィラ（メキシコ）、フェルナンド・ヴィゲラス（メキシコ）、チャン・ジェヒ

ョ（韓国）、 サカキマンゴー（日本）＞、カウシキ・チャクラバルティ・デシカン（イ

ンド）、ウーゴ・ファトルーソ＆レイ・タンボール（ウルグアイ）、マレウレウ（日本

／アイヌ）、キヨシ小林（日本）、マイア・バルー（日本／フランス）、ブロコ・バハ

ヴェント（日本／ブラジル）、スキヤキ・スティール・オーケストラ（日本／スキヤ

キ）、サラマレクム！（日本／スキヤキ）、グゥイギ（日本／富山）ほか 

実行委員長：橋本正俊 

※ゆかりのアーティストによるオリジナルユニット第 2 弾「クアトロ・スキヤキ・ミ

ニマル」を結成。本格的な東京進出となる「スキヤキ・トーキョー」（3 公演）を開始。ウーゴ・ファトルーソが

ＳＳＯへ楽曲提供。シンポジウム「アラブ諸国民主化運動と音楽～ジャスミン革命以後～」。映画「アガデス音楽

と反逆」上映。「スキアフリカ・大陸ツアー写真展」。期間前育成プログラム（ファン・パ

ブロ・ヴィラによる地元中高生コーラスグループへの合唱指導、サカキマンゴーによる親

チウォニーソ 

スキアフリカ”スキヤキ・オールスターズ” 

オマラ・モクタル・ボンビーノ 



指ピアノ道場３、チャン・ジェヒョによる韓国打楽器ワークショップなど）。花椿ミニコンサート（７月）。南砺市

内巡回コンサート「スキヤキキャラバン・ファン・パブロ・ヴィラ」（8 月椿館）。地元サッカースポ少チームと国

際親善試合（8 月）。クアトロ・スキヤキ・ミニマル名古屋公演（8 月）、韓国公演（8 月）。カウシキ・チャクラ

バルティ・デシカン大阪公演（８月）、「地域再生大賞―優秀賞―」を受賞（2012 年 2 月）。 

 

第２２回 2012 年 

出演：グナワ・ディフュージョン（アルジェリア）、ペルネット（コロンビア）、”スキヤキ電気ボックス”＜ペ

ルネット（コロンビア）、サカキマンゴー（日本）、山北紀彦（日本）＞、ＯＫＩ（日本）、キウイとパパイヤ、マ

ンゴーズ（日本）、プルバヤン・チャタルジー＆アヌブラタ・チャタルジー（インド）、ドス・オリエンタレス（ウ

ルグアイ/日本）、ＥＫＤ（日本）、アラヤヴィジャナ（日本）、バッキバ（日本）、ＤＪブラワン（フランス／アル

ジェリア）、スキヤキ・スティール・オーケストラ（スキヤキ）、サラマレクム！（日本／スキヤキ）ほか 

実行委員長：橋本正俊 

※ゆかりのアーティストによるオリジナルユニット第３弾「スキヤキ電気ボック

ス」を結成。「スキヤキ・トーキョー」（3 公演）。ペルネットの世界発売アルバムに

ＳＳＯが参加、スキヤキで初演。シンポジウム「日本にワールドミュージックは育

つのか？～世界から南砺・南砺から世界へ～」。「スキヤキプレゼンツ・サカキマン

ゴーLIVE」を富山市で開催（6 月）。南砺市内巡回コンサート「スキヤキ・キャラ

バン花椿」（7 月）。期間前育成プログラム（山北紀彦による世界の太鼓ワークショ

ップ、サカキマンゴーによる親指ピアノ道場 4、ペルネットによるＳＳＯ楽曲制作

ワークショップなど）。NHK おはよう日本全国生中継ペルネット+SSO（8 月） 

 

第２３回 201３年 

出演：オリヴァー・ムトゥクジ＆ザ・ブラック・スピリッツ（ジンバブエ）、ユーカンダンツ（エチオピア）、マリ

アナ・バラフ・ミーツ・ドス・オリエンタレス（アルゼンチン／ウルグアイ／日本）、ヴェルナー・プンティガム、

マチュメ・ザンゴ＆サカキマンゴー（オーストリア／モザンビーク／日本）、アントニオ・ロウレイロ（ブラジル）、

ヨシダダイキチ＆ママドゥ・ドゥンビア（日本／マリ）、笹久保伸（日本）、滞空時間（日本）、アラゲホンジ（日

本）、チャン・ジェヒョ（韓国）、廣瀬拓音（日本）、バッキバ（日本）、DENPUN（日本）、森田潤（日本）、スキ

ヤキ・スティール・オーケストラ（日本/スキヤキ）、サラマレクム！（日本/スキヤキ）、スキヤキ親指ポロリン

ズ（日本/スキヤキ）ほか 

実行委員長：橋本正俊 

※レジデンス事業により「ヴェルナー・プンティガム、マチュメ・ザンゴ＆サカキ

マンゴー」を結成。廣瀬拓音マラカトゥ！ワークショップにより「トゥーマラッ

カ」が誕生。悪天候のためオープニングステージをヘリオスホールで開催。「ス

キヤキ・トーキョー」（3 公演）。オリヴァー・ムトゥクジ公開インタビュー。

「インター・ビュー／モザンピックス」を展示。「スキヤキ・プレゼンツ・サカ

キマンゴー＆杉野清隆 LIVE」を金沢市、「スキヤキ・プレゼンツ・サカキマン

ゴー＆馬喰町バンド LIVE」を富山市で開催（６月）。南砺市内巡回コンサート「スキヤキ・キャラバン花椿」

（7 月）。南砺市各地（井波・城端・福野）で期間前育成プログラム（チャン・ジェヒョによる韓国の太鼓ワ

ークショップ、サカキマンゴーによる親指ピアノ道場 5、マリアナ・バラフによる地元中高生コーラスグル

ープへの合唱指導とＳＳＯ楽曲制作ワークショップなど）を開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グナワ・ディフュージョン 

オリヴァー・ムトゥクジ 



第２４回 201４年 

出演：ジュピター＆オクウェス・インターナショナル（コンゴ民主共和国）、マイラ・アンドラーデ（カーボヴェ

ルデ）、”ボンゲジウエ＆スキヤキ・フレンズ”＜ボンゲジウエ・マバンドラ（南アフリカ）、マチュメ・ザンゴ

（モザンビーク）、チャン・ジェヒョ（韓国）、サカキマンゴー（日本）、廣瀬拓音（日本）＞、モザンビーク巨大

人形隊（モザンビーク）、トリ・アンサンブル（韓国）、アニャンゴ with 大西マサヤ（日本/ケニア）、OOIOO（日

本）、U-ZHAAN×MABANUA（日本）、馬喰町バンド（日本）、藤本一馬（日本）、ブチェカ（モザンビーク）、

ジュリ・キム（韓国）、バッキバ（日本）、スキヤキ・スティール・オーケストラ（日本/スキヤキ）、サラマレク

ム！（日本/スキヤキ）、スキヤキ親指ポロリンズ（日本/スキヤキ）、トゥーマラッ

カ（日本/スキヤキ）ほか 

実行委員長：橋本正俊 

※ゆかりのアーティストによるオリジナルユニット第４弾「ボンゲジウエ＆スキ

ヤキ・フレンズ」を結成。モザンビーク巨大人形制作ワークショップによりスキヤ

キオリジナル巨大人形が完成。悪天候のためオープニングステージをヘリオスホ

ールで開催。「スキヤキ・トーキョー」（3 公演）。沖縄公演、名古屋公演。韓国公

演（３公演）。映画『Jupiter’s Dance』上映。マイラ・アンドラーデ公開イン

タビュー。「チョチョロサ（ブチェカ）」を展示。「EKIMAE ミニステージ」を開始。「スキヤキ・プレゼンツ・サ

カキマンゴー親指音泉ツアー北陸」を金沢市、小矢部市で開催（５月）。南砺市内巡回コンサート「スキヤキ・キ

ャラバン in 井口・花椿」、「スキヤキ・キャラバン in 城端・桜ヶ池（キウイとパパイヤ、マンゴーズ他）」を開催

（7 月）。南砺市各地（井波・福光・福野）で期間前育成プログラム（チャン・ジェヒョによる世界の打楽器ワー

クショップ、サカキマンゴーによる親指ピアノ道場 6、ボンゲジウエ・マバンドラによる地元中高生コーラスグル

ープへの合唱指導、マチュメ・ザンゴによるＳＳＯ楽曲制作ワークショップ、廣瀬拓音によるマラカトゥワークシ

ョップ）。クアトロ・ミニマルが１０月にメキシコツアー（６公演）。 

 

第２５回 201５年 

出演：シェイク・ロー（セネガル）、アウレリオ・マルティネス（ホンジュラス）、クアトロ・ミニマル with アル

トゥロ・ロペス・ピオ ＜フアン・パブロ・ヴィヤ（メキシコ）、フェルナンド・ヴィゲラス（メキシコ）、チャン・

ジェヒョ（韓国）、サカキマンゴー（日本）、アルトゥロ・ロペス・ピオ（メキシコ）＞、チガナ・サンタナ（ブラ

ジル）、ベカオ・カンテット（マリ）、フロレンシア・ルイス＆ロス・オンゴス・オリエンタレス（アルゼンチン／

日本）、松田美緒（日本）、カセットコンロス（日本）、ブラック・ワックス（日本）、

マリオ・ジョセフ（トリニダード・トバゴ）、スキヤキ・スティール・オーケスト

ラ（日本／スキヤキ）、廣瀬拓音（日本）、バッキバ（日本）、トゥーマラッカ（日

本／スキヤキ）、スキヤキ巨大人形隊（日本／スキヤキ）、スキヤキ四半世紀楽団（日

本／スキヤキ）他 

実行委員長：橋本正俊 

※スキヤキ 2011 で結成したオリジナルユニット「クアトロ・スキヤキ・ミニマ

ル」が「クアトロ・ミニマル with アルトゥロ・ロペス・ピオ」として 4 年振りに

スキヤキに凱旋。ピオ（メキシコ）のデザインによるスキヤキオリジナル巨大人形 2 体を製作。「スキヤキトーキ

ョー」（3 公演）。スキヤキレーベルからスキヤキオールスターズ“スキアフリカ”「Live in Tokyo」、クアトロ・

ミニマル「ラ・コラ・デル・ドラゴン」の 2 枚のアルバムを国内外でリリース。シンポジウム「6 年間のレジデ

ンス企画～新しい音楽文化の創造」。アフリカンアート「ティンガティンガ」の展示、解説。「スキヤキプレゼン

ツ・サカキマンゴー親指だけじゃないツアーin 北陸」を金沢市、高岡市で開催（5 月）。南砺市内巡回コンサート

「スキヤキキャラバン in 井口・花椿」を開催（7 月）。「スキヤキ・オキナワ」を開催（8 月）。南砺市各地（井波、

福野）で期間前育成プログラム（クアトロ・ミニマルによる親指ピアノ、韓国打楽器、コーラスの合同ワークショ

ップ、廣瀬拓音によるマラカトゥワークショップ、マリオ・ジョセフによるＳＳＯ楽曲制作ワークショップ、アル

トゥロ・ロペス・ピオによる人形制作ワークショップ）を開催。 

  

ジュピター＆オクウェス・インターナショナル 

シェイク・ロー 



第２６回 201６年 

出演：セシリア・トッド（ベネズエラ）、アカ・セカ・トリオ（アルゼンチン）、ヴォードゥー・ゲーム（トーゴ／

フランス）、ダミリー（マダガスカル）、サハラ・ハルガン・トリオ（ソマリ

ランド／フランス）、フォワード・クエンダ with スミ・マズィタテグル（ジ

ンバブエ／日本）、英心＆ザ・メディテーショナリーズ（日本）、コロリダス

（日本）、カチンバ４（日本）、チャン・ジェヒョ（韓国）、サカキマンゴー

（日本）、廣瀬拓音（日本）、バッキバ（日本）、エストゥディアンティーナ

駒場（日本）、スキヤキ・スティール・オーケストラ（日本／スキヤキ）、サ

ラマレクム！（日本／スキヤキ）、トゥーマラッカ（日本／スキヤキ）、スキ

ヤキ巨大人形隊（日本／スキヤキ）他 

実行委員長：橋本正俊 

※ベネズエラの至宝「セシリア・トッド」を招聘し、来日記念ベスト盤をスキヤキレーベルから国内リリース。ク

ラブ・ステージをナイト・ステージと改称し、データスペースへ会場変更。多摩美術大学美術館のコレクション展

「インドネシアの染織～生活に伝承された彩りと文様」の開催。「スキヤキ・トーキョー」（２公演）。「マラカトゥ

出張ワークショップ」を愛知・兵庫・京都にて開催（４～6 月）し、成果発表として「100 人マラカトゥ」をス

キヤキ・パレードで行う。「スキヤキ・プレゼンツ サカキマンゴー魅惑の親指ツアーin 北陸」を金沢市、富山市

で開催（5 月）。南砺市内巡回コンサート「スキヤキ・キャラバン in 井口・花椿」を開催（7 月）。「スキヤキ・ナ

ゴヤ」（８月）、「スキヤキ・オキナワ」（９月）を開催。南砺市各地（井波、福野）で期間前育成プログラム（セシ

リア・トッドによるＳＳＯ楽曲制作ワークショップ、サカキマンゴー親指ピアノワークショップ、廣瀬拓音による

マラカトゥワークショップ、巨大人形隊によるサウンドシステム製作公開ワークショップ）を開催。 
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セシリア・トッド 
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