
拝啓
初秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

愛・地球博へのアフリカの参加は素晴しい成功を収め、コモン5への来場者は日に日に増しており

ます。また、アフリカ全参加国は万博を通して日本、そして広くアジアにアフリカのポジティブなイ
メージとアフリカ大陸とその人々の精神を紹介できたものと満足しております。

この成功はアフリカ諸国のフレンドシップ市町村の強い支援と励ましをはじめ、ご来場者の方々の
暖かい励ましなしには成しえませんでした。

そこで、この素晴らしい友情の6ヶ月を振り返り、コモン５出展各国の成功のためにご尽力いただ
いた皆様に“ありがとう”と“さよなら”を伝えるグランド･フィナーレを9月24日-25日の二日間に

渡って開催いたします。

24日は「Africa Music Bonanza」と題し、アフリカのパワーと情熱を伝え、アフリカの魅力を改め

てアピールするミュージックイベントを展開いたします。
25日は、愛・地球博の公式閉幕式に続きまして、アフリカ諸国よりお世話になった方々へ感謝の

記念品をお贈りする授与式も行われます。その後、レセプションやミュージックイベントに加え、パ
ビリオンの185日間を回顧しながら、アフリカからのサンクスメッセージを発信し、参加者の印象に

残る、人と人とのふれあいを大切にしてきたアフリカの魅力を再認識できるファイナルイベントを展
開いたします。

博覧会閉幕を迎えるこの二日間、日本とアフリカの人々の心の交流を取材していただきたいと考え
ております。

アフリカ共同館・南アフリカ館・エジプト館共催

コモン５グランドフィナーレイベント

「Africa Music Bonanza」「Africa Finale」開催のご案内

記

日 時/ 2005年9月24日（土） 11:00〜21:00
2005年9月25日（日） 16:30～21:00

場 所/ グローバルコモン５ステージ

出 演 者/ 24日（土） Yo!! Six （Afica Pavilion）
AL CAMARANI Dance orienta company （Egypt Pavilion）
Afro Reggae （Africa Pavilion）
Mpho & Uvimba （South Africa Pavilion）
Mahotella Queens （South Africa Pavilion）
Mafikizolo （South Africa Pavilion）
Ballet national du Benin （Africa Pavilion）

25日（日） 感謝状贈呈式（アフリカ各国からフレンドシップシティーへ贈呈）
Africa Music Bonanza（南アフリカ-２、アフリカ共同館-１）
グランドフィナーレ

＜プレスリリース＞

報道機関 御中

2005年9月23日

２００５年日本国際博覧会 アフリカ共同館

南アフリカ館
エジプト館



Africa’s participation in the Aichi Expo has been a resounding success. The level of visitors 
to Global Common 5 has grown with each passing day and all participating African countries are 
satisfied that, through our participation, we have been able to present, to Japan and to Asia 
more broadly, a positive image of Africa and one which reflects the true spirit of our Continent 
and its people.

This success would not have been possible without the strong support and encouragement 
received from the partnership towns and cities twinned with all participating African countries 
and of course from the visitors.

In true African spirit, we strongly feel that we cannot end six wonderful months of friendship 
and bonding between Africa and Japan without a celebratory grand finale to say thank you and 
“sayonara” to all those who have done so much to make the Global Common 5 such a success.

This event will be held for two days, 24th and 25th September. On 24th, a music event titled 
“Africa Music Bonanza” will be organized to transmit the power and passion of Africa and to re-
emphasize its charm.

On 25th, as a follow-on to the official closing event for Aichi Expo 2005, the Africa Pavilion will 
hold its own closing ceremony. In appreciation of the total support and friendship to Africa 
Pavilion, an award ceremony will climax the day’s activities. This will be followed by a Reception 
which, in turn, will be followed by musical performances  in the Common Event Space at the 
Africa Pavilion. We would like to organize this event as an auspicious occasion to 
commemorate the 185 days in Common 5, to recognize the new friendships made within these 
days, and to emphasize the charm of Africa which has cherished the contact with others 
peoples.

Please come and witness the spiritual exchange between Africa and Japan in this occasion.

Africa Pavilion・South Africa Pavilion・Egypt Pavilion present
Common 5 Grand Finale Event

Africa Music Bonanza & Africa Finale

Date & Time/ Saturday, 24th September 11:00〜21:00
Sunday, 25th September       16:30～21:00

Venue/ Global Common 5 Stage

Performer/ Saturday, 24th Yo!! Six （Afica Pavilion）
AL CAMARANI Dance orienta company （Egypt Pavilion）
Afro Reggae （Africa Pavilion）
Mpho & Uvimba （South Africa Pavilion）
Mahotella Queens （South Africa Pavilion）
Mafikizolo （South Africa Pavilion）
Ballet national du Benin （Africa Pavilion）

Sunday, 25th Awards Ceremony（From African Countries to Friendship cities）
Africa Music Bonanza（2 South African bands and 1 band from 
Africa Pavilion)
Grand Finale

＜For Press＞ 23rd September 2005
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