WELCOME REMARKS BY H.E. MR. ESTIFANOS AFEWORKI, AMBASSADOR OF THE
STATE OF ERITREA AND THE DEAN OF AFRICAN DIPLOMATIC CORPS AT AFRICA
DAY RECEPTION MAY 26 2014 AT THE EMBASSY OF ANGOLA

Mr. Hirotaka Ishihara, Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs
Mr. Ichiro Aisawa, President of the Japan-AU Parliamentary Friendship League
Mr. Yoshitaka Sakurada, Senior Vice Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology
Ms. Midori Matsushima, State Minister of Economy, Trade and Industry
H.E. Manlio Cadelo, Dean of Diplomatic Corps
H.E. Yoshifumi Okamura, Director General, African Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs
Honourable Members of the Diet and the Japanese Government
Excellences of the Diplomatic Corps,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,
Allow me to thank and express our deep felt gratitude to all our guests present, on behalf of all the heads
of the African diplomatic missions here in Tokyo and myself, for taking time from your busy schedules,
in honor of our invitation to attend the Africa Day Reception.
As you all know, Africa Day is the annual commemoration of the founding of the Organization of
African Unity (OAU). It is on this day, that we celebrate and remember the vision of the fathers and
leaders of the first thirty of the thirty two free and independent states who signed the founding charter of
OAU in Addis Ababa, Ethiopia, before fifty one years today, on May 25,1963.
The rise to independence in the 60th in Africa was after a long process that began with resistance and
struggle waged against European colonialism by the heroic peoples of Africa for centuries. It was
because of this history that those 30 courageous fathers of Africa enshrined in the OAU charter the
inalienable right of all Africans to control: own destiny, freedom, equality, justice and dignity as an
essential objectives for the achievement of the legitimate aspirations of their countries and peoples.
It is these wise men of Africa, through their vision, attested by their signature to the OAU charter that
committed Africa to harness the natural and human resources of the continent for the total advancement
of the peoples of Africa in all spheres of human endeavors.
Hence, on the outset of our Africa Day Reception, I would kindly ask all to observe a moment of silence
now - in memory of those leaders, victims of colonialism, fallen freedom fighters, as well as terror and
genocide victims in Africa.
Honorable guests
Excellencies and Dear Colleagues
Ladies and Gentlemen
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In the same traditional spirit and commitment of Africa, let me take this opportunity to make a cursory
comment on the current growing relationship between Japan and Africa towards those endeavors I just
mentioned.
Japan is reaching out to Africa through the Tokyo International Conference on African Development
(TICAD) process. In this process, over the next five years, Japan will support African growth through
public and private means of 3.2 trillion yen (approximately 32 billion USD), including ODA of around
1.4 trillion yen and other public and private resources of around 16 billion dollars. Japan will underwrite
a maximum of 2 billion dollars of trade insurance. Support is pledged on developing infrastructure,
human resources, health, agriculture, education, peace building and other sectors. Japan has also
continued on soliciting ties with new partners in Africa to help in the recovery of its economy.
Prime Minister Shinzō Abe has indicated in statements delivered in TICAD V in Yokohama, Japan,
from 1 to 3 June, 2013 and his recent visit to Africa: Mozambique, Ivory Coast and Ethiopia, for Africa
to use ODA as Africa see fit. The co-organizers: namely African Union Commission (AUC), World
Bank and UNDP in collaboration with the African Diplomatic Corps in Tokyo has also responded by
putting on the table - all the major regional projects for support by Japan. First TICAD V Ministerial
Follow-up Meeting that was held in Yaoundé Cameroon this month (May 4 to 5, 2014) has put it’s full
backing to those policies and programs too. Therefore, what remains now is implementation and
conduct of a policy dialogue with each and every country in Africa to insure that the formulations are
country owned and reflects national priorities and local realities. It is also seen and observed by the
African Diplomatic Corps in Tokyo that it is imperative for both Africa and Japan to increase mutual
visits and shorten the TICAD Summits to two years from the usual five to facilitate those efforts.
Therefore, we are celebrating this Africa Day in Tokyo today in a spirit of commitment and good will to
build a win-win partnership between Africa and Japan for the coming five years. Our special thanks
goes to Prime Minister Shinzō Abe, his government and the people of Japan.
Last but not least, I would like to thank all brothers and sisters in the African Diplomatic Corps for
making this event possible. My very special thanks go to the Embassy of the Republic of Angola for
hosting this event in their chancery.
Long life to African Unity and Long life to the friendship and solidarity between Japan and African
countries,
Please enjoy the evening and thank you,
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石原宏高	
  外務大臣政務官
逢沢一郎	
  日本ＡＵ友好議員連盟幹事長
桜田義孝	
  文部科学副大臣
松島みどり	
  経済産業副大臣
マンリオ・カデロ在日外交団長
外務省	
  岡村義文	
  アフリカ部長
日本政府の皆様
大使閣下
ご列席の皆様
在京アフリカ外交団を代表しまして、本日、お忙しい中、アフリカデーレセプションにお越し
いただきましたみなさまに深い感謝の意を表したいと思います。
ご存知のように、アフリカデーはアフリカ統一機構の設立を祝う毎年恒例の記念日です。私た
ちは毎年この日に、１９６３年５月２５日、つまり５１年前の今日にエチオピアのアディスア
ベバにおいて OAU 設立憲章に署名した当時の 32 の独立国のうちの 30 カ国の指導者のビジョ
ンを祝福し、記憶を新たにします。
アフリカにおける 1960 年代の諸国の独立は、数世紀にわたるアフリカ諸国の英雄的な人びと
のヨーロッパの植民地支配に対するレジスタンスと闘争と共にはじまった長い歩みのあとにも
たらされました。この 30 カ国の勇気あるアフリカの父たちが OAU 設立憲章の中ですべての
アフリカ人がもつ不可侵の権利について記しているのは、この独立前の歴史があったからこそ
です。不可侵の権利とは、アフリカの国々また人びとの正統な願望を達成するために不可欠な
要素として、自らの運命を決定し、自由、平等、正義、尊厳をもつ権利のことです。
OAU 憲章への署名によってそのビジョンが証明されたように、アフリカ諸国民の総合的な発
展のためにアフリカがアフリカ大陸の天然資源、人的資源を利用すると約束したのは、こうし
たアフリカの賢人たちなのです。
それゆえに、アフリカデーレセプションをはじめるにあたり、みなさまにともに黙祷を捧げて
いただければと思います。OAU を設立したアフリカの指導者たち、植民地主義の犠牲者たち、
倒れていった自由の戦士たち、そしてアフリカでのテロおよびジェノサイドの犠牲者たちを追
悼し、黙祷なさってください。
ご来賓のみなさま
同様にアフリカの伝統的な精神、そしてコミットメントから、今申し上げました努力に向けた
日本とアフリカの現在進行中の関係について簡単にご説明させてください。
日本は TICAD プロセスを通じてアフリカに手を差し伸べています。今後５年の間、このプロ
セスにおいて、日本は 1.4 兆円の ODA と約 160 億ドルのその他公共・民間リソースを含む 3.2
兆円（約 320 億ドル）という公共・民間の手段を通じてアフリカの成長を支援します。日本は
最大 20 億円の貿易保険を支援します。支援はインフラ整備、人的資源、保健、農業、教育、
平和構築やその他セクターに約束されています。日本はまた経済の回復を支援するアフリカの
新しいパートナーとのつながりを求め続けてきました。
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安倍首相は 2013 年 6 月 1 日から 3 日に横浜で開催された TICADⅤで述べられたステートメン
トにおいて、また首相の最近のモザンビーク、コートジボワール、エチオピアへの訪問におい
て、アフリカが ODA を適当と思われるものに使用すること示されました。共催者、つまりア
フリカ連合委員会、世界銀行、UNDP もまた、在京アフリカ外交団と連携し、日本による主要
な地域的支援プロジェクト全てを交渉のテーブルにのせることで対応いたしました。今月 4 日
にカメルーンのヤウンデで開催された第一回の TICADⅤ 閣僚級フォローアップ会議も、これ
らの政策とプログラムに全面的な支援をしてきております。ですから、現在残っているステッ
プは、この策定が国によるものであり、国の優先事項と地域の実情を反映していることを保証
するための、アフリカ各国との政策対話の実施であります。在京アフリカ外交団はまた、これ
らの努力を実現するために、アフリカと日本の双方が相互訪問を増やし、TICAD サミットの
開催を現行の５年毎から２年毎へと短縮することが必須であると考えています。
私たちはアフリカと日本の今後５年間の win-win パートナーシップを築くためのコミットメン
トという精神を尊重して今夜、東京でのアフリカデーを祝福しております。安倍晋三首相なら
びに日本政府、そして日本国民のみなさまに特別な御礼を申し上げます。
最後になりますが、本イベントを実現させてくれた在京アフリカ外交団のすべての方々に感謝
いたします。ことにホスト役を務めていただいたアンゴラ大使館には特別に感謝いたします。
アフリカ連合および、日本とアフリカ諸国の友好と連帯が末永く続くことを祈っております。
ご清聴ありがとうございました。最後までお楽しみください。
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