
アフリカがアートを楽しむ舞台になる!
近年、ケニアを含む東アフリカ同時代美術は世界的な評価が高まりつつありますが、

その活躍の舞台はヨーロッパなどの先進国ばかりが目立ちます。それでも重要なインス

ピレーション源としてアフリカに拠点をおき続けるアーティストが少なくありません。また、

21世紀に入ってからはアフリカ大陸内で新しい潮流が生まれており、アート活動が活

発化しています。ここナイロビでもアートセンターやアートプロジェクトが急増中。新しい

ビジョンをもってコミュニティと提携しながらアート活動を行なう動きも見られます。

　展示空間や制作機材などハード面でのインフラストラクチャーはまだまだ未発達です

が、それを補って余りあるだけの「真のアート」を感じる魅力がアフリカにはあふれてい

ます。「いわゆるアート」な体裁のよい作品づくりは難しいけれど、めちゃくちゃ迫力のあ

る面白い光景と状況がそこかしこに存在していて、勘の鋭いアーティストたちが外から

も続々と集まってきています。政治経済的に安定した成長を見せ始めている今、アフリ

カがヨーロッパに勝るとも劣らないアートを楽しむ舞台として君臨する日は近いのでは

ないでしょうか。

　西尾工作所ナイロビ支部は2009年にナイロビでのアート活動を始めて以来、この

ような新しい潮流を肌で感じ取ってきました。地元で制作を続けるアーティストはもちろ

ん、一般市民もそれを積極的に楽しみながら自らの日常生活や表現技法に融合する才

能をもっています。外部や異質な存在に開かれたアフリカ地域とのアート交流を進めよ

うと多種多様なアートプロジェクトを行なってきましたが、2011年からは「ナイロビレジ

デンス」も企画実施しています。ナイロビレジデンスでは、世界で活躍する日本人アー

ティストをナイロビに招聘し、市内各地でワークショップや講演会、滞在制作を行っても

らいます。アフリカの現代都市という刺激的で思索に富む制作環境を日本人アーティ

ストに提供するのみならず、地域住民と地元アーティストにとっても同時代の日本から

生まれた新しいユニークな表現手法を知って交わることができる貴重な機会となります。

2回目となる今回は、美術家の田口行弘と音楽家の蓮沼執太が参加します。

　喧騒激しいナイロビの街は、さまざまなユニークな音と光景であふれ返っています。こ

れらが単なる耳障りな雑音や雑踏として捉えられるのではなく、自らの生活を生き生きと

再生させる音楽や映像などのアート作品へと変換できる素材になるとき。それはナイロ

ビだけでなく、アートに関わるすべての人々にとって革新的な喜びになるでしょう。この

喜びはアートの領域を超えて、ゴミとして切り捨ててきた物事をより良い生活へと編集し

なおす総合的な日常の技術と意思につながる可能性があります。そして、地元アーティ

ストが従来の技法とテーマを再考しつつ新たな表現技法やコンセプトの地平を目指して

自らの制作・居住環境を顧みるための貴重な機会にもなることでしょう。

　私たちもそんな新しいアフリカのど真ん中に飛び込んで、直にアーティストと作品、そ

の背景にある地域社会と対峙しながら、同時代をともに作りあげる参加者になることが

できます。本アートツアーではその最初の一歩を踏み出すためにさまざまなアートの現

場を体験しに行きたいと思います。

西尾咲子（西尾工作所ナイロビ支部）

 月／日（曜） 発着地／滞在地 現地時間 交通機関 食事 

1 5/4［土］ 東京（成田）発 22:30 QR805 機内食
  大阪（関空）発 23:30 QR803
  ドーハ乗り換え  QR532

2 5/5［日］ ナイロビ着 12:50 専用車 朝：× 昼：× 夕：○
 African Heritage House、ケニア家庭料理のおもてなしパーティ〈ナイロビ泊〉
 
3 5/6［月］ ナイロビ 終日 専用車 朝：○ 昼：○ 夕：○
 ナイロビ国立博物館、Goethe Institute、Alliance Francaise、KICC展望台、
       GoDown Arts Centre、カーニバルレストラン〈ナイロビ泊〉

4 5/7［火］ ナイロビ 終日 専用車 朝：○ 昼：○ 夕：○
 ナイロビ国立公園でサファリ、Kitengela Glass & Anselm、James Muriuki &
 Miliam Showia Kyambiスタジオ見学、Jimnah Kimaniスタジオ見学、
 Talisman〈ナイロビ泊〉

5 5/8［水］ ナイロビ 終日 専用車 朝：○ 昼：○ 夕：○
 キベラ地区ツアー（Maasai Mbili Art Centre、JRのインスタレーションなど）、Kuona Trust、
 One Off  Contemporary Art Gallery、西尾工作所ナイロビ支部のメンバーによるレク

チャー〈ナイロビ泊〉

6 5/9［木］ ナイロビ 終日 専用車 朝：○ 昼：○ 夕：○
 蓮沼執太プロジェクトサイト見学（カムクンジ地区とギコンバ市場、カリオコー土産市、
 ンガラ地区マタツ修理工房）、田口行弘プロジェクトサイト見学（コロゴチョ地区）〈ナイロビ泊〉

7 5/10［金］ ナイロビ発 午前 専用車 朝：○ 昼：○ 夕：○
  アンボセリ着 午後　
 アンボセリ国立公園でサファリ＆マサイ村見学〈アンボセリ泊〉

8 5/11［土］ アンボセリ発 午前 専用車 朝：○ 昼：○ 夕：×
  ナイロビ着 午後
  ナイロビ発 18:00 QR533
 アンボセリ国立公園でサファリ

9 5/12［日］ 大阪（関空）着 17：10 QR802 機内食
  東京（成田）着 17：50 QR804

日程表

ツアー内容についてのお問い合わせ先
西尾工作所ナイロビ支部
Email: info@nairobi-artproject.jp（担当：西尾）

旅行お申し込み・お問い合わせ
株式会社サロンゴ
東京都知事登録旅行業第3-6343号
〒105-0021 東京都港区東新橋2-3-14
エディフィチオトーコービル6F
TEL: 03-6402-4391　FAX: 03-6402-4393
総合旅行業務取扱管理者　片桐卓弥

旅行企画・実施
株式会社マリンスポーツ・オフィス
旅行部 東京営業所
観光庁長官登録旅行業第1909号
（社）日本旅行業協会正会員
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂1-12-39 三軒茶屋ビル5F
総合旅行業務取扱管理者　高木信行

旅行条件（要約）

お申し込みの際は、別途交付する詳細な旅行条件書をお受
け取りになりご確認の上、お申し込みください。

■募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社マリンスポーツ・オフィス（観光庁長官
登録旅行業第1909号、東京都世田谷区太子堂1-12-39 
以下「当社」といいます） が募集型企画する旅行であり、こ
の旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
を締結することになります。旅行条件は下記による他、別途
お渡しする旅行条件説明書、出発前にお渡しする最終旅行
日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画
旅行契約書面によります。

■旅行のお申し込みと契約の成立時期
所定の申込書に下記の申込金を添えてお申し込みください。
当社が予約の承諾をし、申込書と申込金を受領した時に旅
行契約が成立します。 

　区　　　　分 申　込　金

　旅行代金が30万円以上 50,000円

　旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円

　旅行代金が15万円未満 20,000円

■旅行代金に含まれているもの
・旅行日程に明示した利用交通機機関の運賃・料金、観光
料金バス料金・ガイド料・入場料等）、宿泊料金、食事料金、
添乗員同行コースの同行費用。
・手荷物運搬料金（原則としてお一人様1個、但し航空会社

の規定重量、容積、個数の範囲内）　
・団体行動に必要な心付け。
以上の経費はお客様の都合により一部利用されなくても払
戻しはいたしません。

■旅行代金に含まれていないもの（一部例示）
・超過手荷物料金（規定の重量、容積、個数を超える分につ
いて）
・飲食代、クリーニング代、電報・電話料、ホテルのルーム
ボーイ・メイドに対する心付け、その他追加飲食費等個人
的費用およびそれに伴う税、サービス料
・傷害、疾病に関する治療費
・渡航手続諸費用（旅券印紙・証紙代、検査料、予防接種料
金、傷害・疾病保険料および渡航手続取扱金および渡航手
続取扱料金）
・日本国内外の空港税、出国税およびこれに類する諸税
・日本国内における自宅から発着空港までの交通費・宿泊費
・お一人部屋をご利用の場合の追加代金
・希望者のみが参加するオプショナルツアーの旅行代金
・航空会社より公示された運賃とは別の「燃油サーチャー
ジ」と称するもの

■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21
日目にあたる日より前にお支払い頂きます。旅行開始日の
前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお
申し込みの場合は、旅行開始日前の当社等が指定する期日
にお支払い頂きます。

■取消料
お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除
することができます。

「特定日」とは4/27～ 5/6、7/20～ 8/31、12/20～ 1/7
の期間となります。

■免責事項について
次に例示するような事由により被られた損害には当社は責
任を負いません。
ア）天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日
程の変更もしくは旅行の中止
イ）運送・宿泊期間等の事故、火災により発生する損害
ウ）運送・宿泊期間等のサービス提供の中止又はこれらの
ために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
エ）日本または外国の官公署の命令、入国規制または伝染
病の隔離
オ）自由行動中の事故
カ）食中毒

キ）盗難
ク）運送機関の遅延、不通またはこれらのために生じる旅
行日程の変更・目的滞在地の短縮

■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2013年2月現在を基準としています。ま
た旅行代金は2013年2月1日現在有効な航空運賃、適用
規則に基づいて算出しています。なお当社は、当社約款第
13項に掲げるような特殊な場合を除き、旅行代金の変更
は一切いたしません。

■お申し込みのご注意
・旅行代金について　
旅行代金は、エコノミークラス席利用の場合の大人一人分
の代金です。
・航空機その他交通機関について　
コースによっては出発／帰国便は、経由便となる場合があり
ます。
送迎と市内観光は、他のツアーと一緒になる場合がありま
す。又、少人数の場合、セダンや小型バスを使用することも
あります。
利用航空会社により他の航空会社との共同運航便または共
同運送便となる場合がございます。この場合、他航空会社の
機材及び客室乗務員となることもございますのであらかじめ
ご了承ください。詳しくは、最終日程表をご覧ください。

■日程表・時間帯のめやす
早朝＝04：00～ 06：00　朝＝06：00～ 08：00
午前＝08：00～12：00　午後＝12：00～16：00
夕刻＝16：00～18：00　夜＝18：00～23：00
深夜＝23：00～ 04：00

■日程表・マークの見方
機＝機内食　朝＝朝食　昼＝昼食　夕＝夕食

■燃油サーチャージについて
このパンフレットに表示されている旅行代金には、航空会
社が別途徴収する燃油サーチャージは含まれておりませ
ん。料金は予告なく変更・新設されることもあります。旅行
代金と合わせて旅行取扱店にお支払いください。（大人・こ
ども・幼児同額）

■旅券（パスポート）とビザ（査証）
旅券をお持ちでない方や期限切れの方は旅券事務所への
申請手続きが必要となります。また、渡航先によっては旅券
の所定の残存期間を必要とする国やビザ（査証）を必要と
する国もあります。旅券・ビザ（査証）の申請、出入国書類
作成等については、お申込みの販売店にて、別途、渡航手
続代行契約を締結していただいた上でお取扱いしておりま
す。（要代金料金）。お申込み販売店にご相談ください。※パ
スポート番号、発行年月日は別に控えて、予備のパスポート
用写真をお持ちになることをおすすめします。

■個人情報の取扱いについて
・当社及び上記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申
込みの際に提出された申込書に記載された個人情報につい
て、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、
お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関
等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領
のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきま
す。※このほか、当社及び販売店では、（1）会社及び会社と
提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。
（2）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（3）ア
ンケートのお願い。（4）特典サービスの提供。（5）統計資料
の作成。 に、お客様の個人情報を利用させていただくこと

があります。 
・当社は、当社が保有するお客様の個人情報のうち、氏名、
住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様のご連絡
にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社関
連企業との間で、共同で利用させていただきます。当社関
連企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご
案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用
させていただくことがあります。
・当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、
当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供す
ることがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番
号及び搭乗される航空便等に係る個人データをあらかじめ
電子的方法等で送付することによって提供いたします。な
お、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望さ
れる場合は、上記のお問い合わせ窓口に出発前までにお申
出ください。

■海外危険情報／衛生情報について
・渡航先（国、または地域）によっては、外務省海外危険情
報等、安全関係の情報が出されている場合があります。お
申込の際に旅行取扱店にご確認ください。または、外務省
「海外ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）」、外
務省海外安全相談センター（TEL.03-5501-8162／受付
時間 外務省閉庁日を除く9:00～17:00および外務省「海
外安全情報FAXサービス［FAX.0570-023300］」）でも
ご確認いただけます。
・渡航先の衛生情報については、「厚生労働省検疫感染症
情報ホームページ（http://www.forth.go.jp）」でご確認くだ
さい。※上記の情報は2013年2月現在の情報をもとに掲
載しています。予告なく変更になる場合があります。

契約解除の日：
★旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

★40日目にあたる日以降
～31日目にあたる日まで

★30日目にあたる日以降
～3日目にあたる日まで

2日前（前々日）
～前日・当日

旅行開始後又は
無連絡不参加

1.
特定日に旅行を
開始する旅行

旅行代金の10％
（5万円を上限）

旅行代金の
20％

旅行代金の
50％

旅行代金の
100％

2.
特定日以外に
旅行を開始する
旅行

無料

コロゴチョ地区 カムクンジ地区 アンボセリ国立公園 ストリートの大道芸


