
 

 

実行委員会新メンバー参加 

ハイライト: 

• 実行委員会に新メン

バーが参加 

• 3/18 

イベント開催 

• 4/25 

「世界マラリアデー

（WMD）2018」イベ

ント概要固まる 

• 世界のキャンペーン動向

MNM UKがMalaria 

Must Dieキャンペーン

開始 

3月18日第87回日本寄生虫学会大会でランチョンセミナー開催 落語「蚊相撲」 

3月18日、昨年上演しご好評いただいた桂歌助師匠によ

るオリジナル落語「蚊相撲」。マラリアの豆知識を織り交ぜな

がら、、世界最古とも推測される室町時代から上演された

狂言演目「蚊相撲」をベースにしたオリジナル落語を第87

回日本寄生虫学会大会（大会長:狩野繁之、NCGM）

ランチョンセミナーで上演しました。 

このランチョンセミナーは第37回 マラリア談話会として開催さ

れました。「マラリア談話会」は、日本の寄生虫学者が、政

府のマラリア対策計画に効果的・効率的に協力していく方

法を話し合う会として、1980年に第１回が発足しました

（世話人（当時）：高田季久、中林敏夫、鈴木 

守）。そして現在まで、同談話会は日本寄生虫学会大会

のサテライトミーティングとしてほぼ毎年開催されています。

（次ページへ） 

 

 

 

 

事務局：認定NPO法人Malaria No More Japan 

2018年4月1日  

キャンペーンニュースレターは四半期に一度発行されています。 

ZERO Ma lar ia  2030Campa ign  

Quar ter ly  Repor t  Vo l .4  

ZEROマラリア2030キャンペーンに新たなメンバーが加わりまし

た！ 

 

赤名 正臣（エーザイ株式会社執行役） 様 

 

 

2017年のキャンペーン開始以来、これまでに実行委員会メン

バーは合計11名となりました。 

本キャンペーンは産官学CSOといったマルチステークホルダーか

らなる実行委員会によって運営されています。今回赤名様に

は同キャンペーンが目指す「2030年までにアジアでのマラリアの

死者数をゼロにする」という趣旨に賛同いただき、メンバーとし

ての参加をご快諾いただきました。 

ZEROマラリア2030キャンペーンが掲げる「2030年までにアジ

アでのマラリア死者数をゼロに」という目標。ビル・ゲイツ氏（ビ

ル&メリンダ・ゲイツ財団創設者）とレイ・チェンバース氏（国

連マラリア特使）が発表した「From Aspiration to Ac-

tion」では、アジア太平洋州について、地域経済が発展するに

つれて、同地域に対するODAを通じた保健の減少の可能性

と、それに伴う各国での資金調達やアジアに限定したODAや

貸与などの新たな資金の創出の重要性が指摘されています。 

従来のODAを通じたマラリア対策という構図が掲げられにくくな

る今、公的資金だけではなく民間投資への期待も高い中、

ZEROマラリア2030キャンペーンでは、キャンペーンを通じて国

内でのマラリアに関する普及啓発だけではなく、アジア地域のマ

ラリアの現状や最新の取り組みも紹介、情報発信ができれば

と考えています。 

キャンペーンメンバーは4頁に掲載 

最新情報はZERO2030.ORGで  

http://endmalaria2040.org/
http://endmalaria2040.org/


 

 

ランチョンセミナーではモデレーターとして長島美紀・Malaria 

No More Japan理事（ZEROマラリア2030キャンペーン

事務局担当）が参加、キャンペーンの趣旨を説明した後、

桂歌助師匠が登壇、創作落語「蚊相撲」を上演いただきま

した。 

約200名が入った会場では、落語のトークに時に笑い声が

起こる場面も。日本では蚊をモチーフにした落語の演目があ

るとは知らなかったという声や、「面白かった」という温かいメッ

セージをいただきました。 

本落語はもともと2017年の夏のZEROマラリア2030キャン

ペーンイベントの一環として創作、発表していただいたもの。

日本の古典芸能の中で庶民は蚊をどう見ていたか、またどう

蚊のいる夏を過ごしていたのかなどを知りながら聞くと、また印

象が一変する作品です。キャンペーン事務局ではまた機会

があればこうした古典芸能を紹介する機会を提供できれば

と考えています。 

桂歌助PROFILE 

本名：関口昇（せきぐちのぼる）。1964年新潟県十日

町市生まれ。1985年 師匠歌丸に入門、歌児となる 。大

学在学中に落語に目覚め、落語家に。1986年 横浜三

吉演芸場で初高座、同年5月 前座になる 1992年 二ツ

目に昇進、歌助に改名。1999年5月 真打昇進。同年に

は東海道五十三次すべての宿場で落語会を開催、「宿場

落語」を創作発表してきた。TVや舞台で俳優としても出演

多数。http://utasuke.com/  

記念し、昨年に引き続きイベントを開催いたします。 

イベント告知は4月1日より公式に告知予定です。 

毎年4月25日は世界マラリアデー。ZEROマラリア2030

キャンペーンでは世界的にマラリアについて取り組むこの日を

3月18日第87回日本寄生虫学会大会でランチョンセミナー開催 落語「蚊相撲」 

世界マラリアデー2018 World Malaria Day 2018 

「かつて蚊が当たり前だった時

代であれば笑えた話も時代に

合わなくなったので上演しない

んでしょうな」 

（桂歌助氏。現在上演されない蚊を

扱った落語について） 
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ZERO Ma lar ia  2030Campaign  

「蚊相撲」出演の大蔵基誠氏 

2018年4月25日世界マラリアデーイベント企画  

ZEROマラリア2030キャンペーン2018 狂言「蚊相撲」と日本のマラリア 

大会ポスター 

大会HP： 

http://www.pco-prime.com/87jsp/ 

「#malarianomorejapan」のキーワード発信 

６.「感染症」をテーマにした記事掲載を検討 

＊ イベント出演者・登壇者（想定）： 

（アイウエオ順、敬称略）＊は確認中 

大藏 基誠（能楽師狂言方） 

狩野 繁之（国立研究開発法人国立国際医療研

究センター研究所 熱帯医学・マラリア研究部長） 

柏倉 美保子（ビル＆メリンダ ゲイツ財団 日本代

表）＊ 

近藤 哲生（国連開発計画（UNDP）駐日代表

事務所） 

武井弥生（上智大学総合人間科学部看護学科

准教授） 

朝日新聞社＊ 

＊ 開催日時：4月25日（水）17:30～19:00                       

＊ 主催：ZEROマラリア2030キャンペーン実行委員会 

＊ 共催：上智大学 

＊ 後援：朝日新聞社／株式会社電通／UNICEF

駐日事務所／UNDP駐日事務所／ワイズメンズク

ラブ国際協会東日本区（申請中） 

＊ 会場：上智大学 四谷キャンパス2号館17階 国際

会議場  

＊ 企画概要 

1.狂言「蚊相撲」のフル上演と事前の告知としての大学キャ

ンパス内での賛同した俳優によるイベントへの告知。 

＊その他イベントの趣旨に賛同したパフォーマンスも検討 

2.国連職員などによるトークセッション 

3.日本のマラリアをテーマにした展示を実施 

4.上智大生によるマラリア患者激励メッセージを発信

5.SNSで「#zero2030」「#zeromalaria」

http://utasuke.com/
http://www.pco-prime.com/87jsp/


 

 

プログラム概略（予定） 

17:00  受付開始 

17:30 開演  

司会進行 MNMJ長島美紀 

主催者挨拶 

17:35  マラリアの概要紹介と日本におけるマラリア

の歴史 狩野繁之 

17:45 狂言 大藏基誠「蚊相撲」 30分ほど 

18:15 トークセッション「ゼロマラリア達成のための

日本社会の役割」30分 

スピーカー： 

柏倉 美保子（ビル＆メリンダ ゲイツ財団） 

近藤 哲生（UNDP駐日代表事務所） 

武井弥生（上智大学） 

モデレーター： 朝日新聞社 

18:45 フロアーからの質疑応答 

18:55 主催者挨拶 

19:00 終了 

所と聞いて蚊の精（嘘吹の面を使用）だと気づき、行司の

太郎冠者に扇であおがせ、風にふらふらする蚊の精を打ち

負かす。 

相撲は、農耕神事からおこり、宮廷儀式の時代を経て、中

世に入り尚武の手段となり、やがて大衆娯楽の側面をもつ

ようになるが、その過渡期の断面を愉快に描く。 

狂言の曲名。大名狂言。 

相撲が武士のたしなみであり、社交に欠かせなかった時代、

大名（シテ）は相撲取りを抱えようと、太郎冠者に命じて

街道から相撲自慢を連れてこさせる。さっそく腕試しと相撲

に及ぶが、大名は相手に触るか触らないかのうちに目をまわ

して倒れてしまう。相撲取りの出身地が江州守山、蚊の名
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キャンペーンニュースレターは四半期に一度発行されています。  

2017年「蚊相撲」の様子 

狂言「蚊相撲」  

外への普及にも早くからつとめる。国内では2005年に初心

者でも楽しめる伝統芸能を目的とし、自身初の自主公演

「さくっと狂言」をプロデュース。2011年には狂言とpartyを

融合させた『Kyogen Lounge』を企画し、これまでに50回

目の公演を実施、メディアでも高く評価されている。また小

中学高や高等学校でも公演を行い、若い世代に伝統芸

能の楽しさを伝えることもライフワークとしている。 

2017年4月25日にはMalaria No More Japan主催イ

ベントに参加、蚊相撲の抜粋を上演した。  

http://www.motonari.jp 

狂言の舞台を中心に現代劇や映画などでも幅広く活動す

る若手能楽師。伝統を重んじながら狂言の普及活動を精

力的に行いつつも、柔軟な姿勢と発想で、その活動の幅は

狂言だけに囚われず「伝統文化と様々なジャンルとのコラボ

レーション」をも図り、日々、日本の文化の新境地を開拓し

ている。 

狂言方の2大流派の一つ「大藏流」宗家25世大蔵彌右

衛門の次男。祖父である24世大蔵彌右衛門と父に師事。

4歳8ヶ月で「以呂波」にて初舞台を踏み、今日まで日々研

鑽を積み続ける。 

2004年に団長としてマレーシア公演を企画し、狂言の海

大蔵基誠（おおくら・もとなり）略歴  能楽師狂言方・奈良観光大使 

Malaria No More UK ‘Malaria Must Die’ キャンペーンスタート 

像。1万匹の蚊に囲まれたベッカムのその後とは。 

映像はウェブでも見ることができるのでぜひチェックしてみてくだ

さいね。 

キャンペーンサイトはこちら→ 

https://www.malariamustdie.com 

2018年4月より英国および英連邦ではじまるキャンペーン

「Malaria Must Die」キャンペーン。英連邦では人口の

90%がマラリアのリスクにさらされています。4月にMalaria 

No More UKが中心に始まるキャンペーンでは英連邦での

ゼロマラリアをめざすキャンペーンが展開される予定です。 

キャンペーン開始に当たり3月に公開されたのがイギリスの

スーパースター、デビッド・ベッカムが出演するメッセージ映

http://www.motonari.jp
https://www.malariamustdie.com


 

 

〒102-0083 

東京都千代田区麹町3-7-4 

秩父屋ビル8階 販売促進研究所 

認定NPO法人Malaria No More Japan内

TEL：03-3230-2553 

FAX：03-5275-2020 

Email: info@mnmj.asia 

日本から世界へ、「マラリアのない世界」を目指す取り組

みを進めてまいります 

2012年に米国に本部を置く国際NGO「Malaria No 

More」のアジア地域における拠点として活動を開始した

Malaria No More Japanは、2017年10月26日に5

周年を迎えます。5周年を迎えるにあたり、セカンドステージ

に向かうべく国内において官民学を巻き込んだより幅広い

マラリア制圧の普及啓発活動の可能性を検討してきまし

た。 

「人類は感染症を克服する偉大な瞬間を目にしようとして

いる」と述べたのは、ビル・ゲイツですが、近年マラリアをはじ

めとする蚊が運ぶ病気による死者数が劇的に減少してい

ます。2000年から2010年までの10年間で死亡者数は

60%減少し、Malaria No More Japanが設立された

2012年には「1分に一人、マラリアが原因で子どもが死亡

していた」のが、2017年現在「2分に一人」にまで減少し

ました。 

しかしそれでもなお、世界人口の約半分、32億人がマラ

リアの脅威に曝されています。 

これまでグローバルヘルスの分野で大きな貢献をしてきた日

本にとって、明確で具体的な目標を持ち、この数値達成

への取り組みを具体化することは大きな意味を持ちます。

また世界は、日本の試験・研究機関や企業に対しさらな

る研究開発投資を促し、日本政府に対し国際機関への

継続的な拠出を通じたグローバルヘルス分野への一層の

貢献を強く期待しています。 

さらに、近年加速化するグローバル化と気候変動が、病原

菌の移動と蚊の生育域を増大させていること、その結果、

日本国内も「蚊が運ぶ病気」の脅威にさらされている現実

についてより深く認知し、「蚊が運ぶ病気によって命を落と

す人をゼロにする」ことの重要性への認識が浸透することが

必要です。 

私たちMalaria No More Japanは2017年に5周年と

いう節目の年を迎えるにあたり、同年4月25日の世界マラ

リアデーに「アジア地域でのマラリアによる死者数をゼロにす

る」国際社会の決意を応援するキャンペーンを開始するこ

とを発表、これまでに国内でのイベントを展開してきました。 

キャンペーンでは企業や国際機関、研究者、政府はもち

ろん、著名人、メディア、市民組織、協力団体など幅広い

分野の方々と連携し、蚊が運ぶ病気とは何かをわかりやす

く伝えるとともに、キャンペーンを通じて具体的なアクション

や支援プログラムなどを展開します。 

日本から世界へ、「マラリアのない世界（ゼロ マラリ

ア／ZERO MALARIA）」を目指す取り組みを進めて

まいります。 

ZEROマラリア2030キャンペーンマラリア

2030キャンペーン事務局 

ZEROマラリア2030キャンペーン実行委員会（2月2日現在） 

＊ 神余 隆博（認定NPO法人Malaria No More Japan理事長、運営委員長） 

＊ 赤名 正臣（エーザイ株式会社執行役） 

＊ 鵜尾 雅隆（認定NPO法人日本ファンドレイジング協会代表理事） 

＊ 大河原 昭夫（公益財団法人 日本国際交流センター理事長／グローバルファンド日本委員会ディレクター） 

＊ 尾身 茂（独立行政法人地域医療機能推進機構理事長） 

＊ 北 潔（長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科長） 

＊ 木村 泰政（UNICEF 東京事務所 代表） 

＊ 近藤 哲生（国連開発計画（UNDP）駐日代表） 

＊ スリングスビー BT（公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金 CEO兼専務理事） 

＊ 武見 敬三（参議院議員） 

＊ 一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク 

ZEROマラリア2030キャンペーンオブザーバー 

＊ 長谷川 学（内閣官房国際感染症対策調整室新型インフルエンザ等対策室 企画官） 

ZEROマラリア2030キャンペーンサポート企業 

＊ 株式会社電通 

＊ シスメックス株式会社（＊2017年10月10日キャンペーン主催イベントをご支援いただきました） 

キャンペーンは産官学草の根のマルチステークホルダーによって運営されています 

2030年までにアジアでのマラリア死者数ゼロをめざして 

ホームページをご覧ください。 

www.zero2030.org 

電通ウェブサイトより 

http://www.zero2030.org

