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西日本最大級！ 世界につながる国際協力のお祭り

27 回

ワン・ワールド・フェスティバル

2020年2月1日（土）
・2日
（日）
10:00〜17:00
大阪市北区扇町2-1-7

入場無料 雨天決行

大阪市北区扇町2-1-27

カンテレ扇町スクエア

大阪市北区扇町1-1

北区民センター

扇町公園

大阪メトロ堺筋線扇町駅直結、JR天満駅徒歩3分、
ご来場は電車、バスなど公共交通機関をご利用ください。

扇町に
多彩なゲストが
集合

さかなクン
トークショー
開催！

松田陽子

ェス
ワンワールドフ
広報大使

（

）

【お問い合せ先】
ワン・ワールド・フェスティバル実行委員会事務局
（特活）
関西国際交流団体協議会内
〒546-0002 大阪市東住吉区杭全1丁目15番18号 大西ビル 3F
TEL06-6777-1039 FAX06-6777-2050 E-mail onefes.contact-post@onefes.net
URL:https://onefes.net/ Facebook : https://www.facebook.com/ONEWORLDFESTIVALonefes/
Twitter：@one̲world̲festii Instagram: https://www.instagram.com/onefes2020/
●主催：ワン・ワールド・フェスティバル実行委員会 (公社)アジア協会アジア友の会、
（公社）
アムネスティ
・インターナショナル日本・関西連合会、(特活)Ａ
ＷＰＳ学生スタッフチーム、(公財)オイスカ 関西支部、
（一社）
大阪青年会議所、(認活）
大阪NPOセンター、(独)国際協力機構 関西センター、
（独）
国際
交流基金関西国際センター、
こどもの家プロジェクト、
（特活）
日本多文化交流協会、(一社)南太平洋協会、
みんなでつくる学校とれぶりんか、
（特活）
関西
国際交流団体協議会 ●事務局：
（特活）
関西国際交流団体協議会 ●共催：
（一財）
大阪市コミュニティ協会北区支部協議会 ●協力：関西テレビ
放送
（株） ●運営協力：
（公財）
京都市国際交流協会、
（株）
インクリエイト、
（株）
ディーボックス、大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館、
（株）
大塚商会、
関西ラグビーフットボール協会、
（一社）
日本結婚相談協会、
グラン・アーモTAMAHIME、東豊配送
（株）
、関西クリケット協会、関西学生クリケット連盟、東
大阪市スポーツのまちづくり戦略室、大阪府キンボールスポーツ連盟、
コニカミノルタ労働組合大阪支部、積水ハウス
（株） ●協賛:
（学）
エール学園、
（一社）
大阪青年会議所、大阪府生活協同組合連合会、
（一社）
大阪労働者福祉協議会、岡安商事
（株）
、音羽電機工業
（株）
、金井重要工業
（株）
、
カ
ンサイ建装工業
（株）
、近畿労働金庫、
（株）
公文教育研究会、
サラヤ
（株）
、島野珈琲
（株）
（
、宗）
真如苑、第一ゼミナール、
ダイサン
（株）
、大日本除虫菊
（株）
（
、株）
てりとりー、中谷機工
（株）
、新居合同税理士事務所、
（株）
ニシハラ印刷、
（一財）
日本国際協力センター、
日本労働組合総連合会大阪府連合
会、
（株）
ネッツプランニング、
（株）
フレンドヒロ、
（株）
ベネシード、三木秀夫法律事務所、
（株）
ムーラン、
（株）
リゾートライフ ●後援:外務省、総務省、文部
科学省、経済産業省、環境省、大阪府、大阪市、堺市、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、堺市教育委員会、大阪府ＰＴＡ協議会、大阪市ＰＴＡ協
議会、堺市ＰＴＡ協議会、関西領事団、
（公社）
大阪府看護協会、大阪商工会議所、
（公社）
関西経済連合会、
（一社）
関西経済同友会、
（一社）
2025年
日本国際博覧会協会、
（公財）
ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会、
日本労働組合総連合会大阪府連合会、大阪弁護士会、
（一財）
自治
体国際化協会、
（公財）
ユネスコ・アジア文化センター、
（公財）
関西・大阪21世紀協会、関西ＳＤＧｓプラットフォーム、
（公財）
大学コンソーシアム京都、
（特
活）
大学コンソーシアム大阪、
（特活）
南大阪地域大学コンソーシアム、
（公社）
日本ユネスコ協会連盟、
（公財）
大阪観光局、
（公社）
日本ＷＨＯ協会、
（一
財）
大阪教育文化振興財団 キッズプラザ大阪、北区商店会総連合会、天神橋筋商店会、天神橋筋三丁目商店街振興組合、
ミナミまち育てネットワーク
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大阪メトロ
堺筋線扇町駅
※会場内は全面禁煙です。

ごあいさつ

カンテレ扇町スクエア1Fステージ

第27回ワン・ワールド・フェスティバル
（ＯＷＦ）
にお越し下さりありがとうございます。今回のOWFも、NGO・
NPOの関係者をはじめ、行政機関、企業、学校・教育機関等の様々な組織から多くのご支援、
ご協力を頂いて開
催ができましたことを心から感謝を申し上げます。
また、
本日ご参加の皆様方や、
会場運営を支えて頂いているボ
ランティアの皆様方にも、心からの感謝を申し上げます。
いまや国際社会の直面するグローバルな諸課題の解決、
ＳＤＧｓやパリ協定等の実施において、市民社会に
おけるNGO・NPOの果たす役割がさらに増してきています。
また国際分野における草の根レベルでの取組は、誰
一人取り残さないというＳＤＧｓの理念を実現していく上において不可欠な役割を果たしています。
そうした中で、多くの困難な対立と排除を乗り越え、市民社会が持つ力をさらに発揮するためにも、人と人と
の交流の促進、NGO・NPOと行政・企業との協働が求められています。OWFは、
ＳＤＧｓの理念を参加者間で共
有し、議論を深め、今後の活動に生かしていくための
「きっかけ」
や
「場（機会）」
を提供してきました。今回は、
その
目標に向けて各組織がいかに実行に移してきたか、今後さらにどう活動していくべきかを意識しながら、互いの
活動を深化させるための空間として提供したいと考えます。
ＯＷＦを通して、国際協力や平和、人権、環境等を尊
ぶ人づくりにつながっていくものと信じます。関西から世界に、
みんなでメッセージを発信しましょう。

ワン・ワールド・フェスティバル
実行委員長

三木秀夫

（特定非営利活動法人関西国際
交流団体協議会理事長・弁護士）

プ ログラム
「外国人にとって安全で安心な大阪の医療をめざして」

10：00
～
11：00

～いのちを守る医療通訳士・国際看護師の役割～

講演：松浦成昭 (大阪国際がんセンター総長)・中村安秀(日本WHO協会理
事長)・南谷かおり(IMEDIATA理事長)・中田研(大阪大学医学部附属
病院国際医療センター)・本田友香(IMEDIATA理事)・許由希(大阪府
済生会中津病院)・中牟田和彦 (東和通訳センターセンター長)

11：30
～
15：00

15:00~17:00

国際金融機関（IFIs）で働こう

国際金融機関って何？ 誰がどんな仕事をしているの？ 経済
に特化した国際機関であるIMFと世界銀行グループの現
役職員が、それぞれの機関の主な活動や採用制度、キャリ
アパスなどについてビデオを交えてご紹介します。

映画上映会～森の守り人

【企画 ウータン・森と生活を考える会】

16：00～16：40

パネルトーク
ODAのＮＧＯ／ＮＰＯ支援制度を組織
基盤強化につなげよう

企画 外務省国際協力局民間援助連携室、
（認活）
テラルネッサンス、
（特活）
関西NGO協議会

国際シンポジウム
「女性が輝くNEO大阪」

「サステナブル社会の実現に向けて」
どのような活動をしているのか、企業やNGOなどの発表の場
です。
「誰一人取り残さない」
市民一人ひとりの取り組みは大変重要ですが、企業の取り組みは目標
達成に向けて大きな原動力となります。人類が直面している課題や未来を知るシンポジウムです。

講演：マリアン・ジョーゲンセン
（MAJ Global社代表）
・瀬戸口恵美子
（
（公
財）
太平洋人材交流センター国際交流部長）
・久保田光恵
（
（株）
アー
クティック社長）
・川岸啓人
（大阪府立大学大学院工学研究科）
・中川
真紀子
（大阪市立大学大学院工学研究科）
・大賀公子
（大阪市特別
顧問）
・山本佳誌枝
（
（公財）
山本能楽堂事務局長）

【企画 実行委員会】

15：00
～
15：30

外国と日本の女性の働き方や文化の違い、
「女性が輝くNEO大阪」
を実現するための働き方やまちづくりについて、経営者、グローバル
な女性リーダー、大学院生が登壇し話をします。
「水の都・大阪」
をよ
みがえらせるプロジェクトを
「能」
文化で紹介します。

「国際交流和太鼓演奏」
国際交流の和太鼓演奏として、在留外国人による和太鼓の演奏と、観客との踊りや太鼓のワーク
【企画（特活）寧鼓座】
ショップを行う。

【企画 大阪商工会議所、大阪サクヤヒメSDGｓ研究会】

10：00～10：30
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第1・2会議室

北区民センター

10:00~11:00

オープニングセレモニー

SDGｓに直接かかわる仕事
“開発コンサルタント”

10：30～11：00

【企画 チョコラッテ】

11：00～11：30

【企画 Fenix】

開発コンサルタントはコンサルティング業務を通じてSDGs
に貢献しています。当日は、学生・社会人若手の方を対象
に、開発途上国での課題を解決するプロジェクトを現役の
開発コンサルタントが紹介します。

【企画（一社）
海外コンサルタンツ協会】

11:00~12:00

国際協力という仕事

国際(協力)分野で活躍を目指す方や関心を寄せる方に向け
て、各アクターの特徴を示しながら、国際協力への様々な関
わり方、加えて、求められる資質を説明します。セミナー後
半では、国際キャリアへ踏み出すツールとして、総合情報サ
イト
『PARTNER』の活用方法、JICAインターンシップ・プロ
【企画 JICA】
グラムを紹介します。

13:00~15:00

子どもの幸福が平和の鍵

～子どもたちのため 平和のために 私たちができること～

【企画 創価学会大阪女性平和委員会】

アフリカ・マラウイと繋がろう！
！

〜誰ひとり取り残さない社会とはどのような世界か〜

マラウイでは、HIV/エイズの感染や子供たちの出生登録率
の低さが問題になっています。このことが人生の選択におい
てどのような弊害を生むのでしょうか...一緒に学べるワーク
ショップをご用意しました! HIVの撲滅はSDGsの目標3、出
生登録は目標16に設定されています。誰一人として取り残
されないために、私達にできることって何だろう? ぜひ一緒
！】
に考えましょう! 【企画 My TEDORI, My AFRICA チャレンジ！

『本当の支援』
って何だろう？

】

～ベトナム・カンボジアスタディツアー報告会～

ベトナム・カンボジアと聞いて何を思い浮かべますか？
この報告会に参加すれば、
そのイメージがガラッと変わるか
も！ 報告後にはディスカッションタイムも設けます！
堅苦しくはないので、ぜひお気軽にお越しください！

【企画 尚福テー】

①原体験からミッションを語ろう！ ②途上国での女性×子
育て×キャリアを語ろう！講師のキャリアと、途上国での子
育て経験を紹介 ③途上国から多様性と包括性を学ぼう！
④地球＆宇宙と健康についてEarth Health and Planet
Healthe ⑤アフリカン音楽で一体感になろう！ アフリカ出
身の伝統音楽家や、アフリカン楽器の演奏者で、アフリカン
音楽のライブ＆ダンスパフォーマンスで会場全体が一体感
【企画 こどもの家プロジェクト】
となる。

11:00~11:30

自然と人々との共存タヒチアンダンス

【企画 イヤオラナタヒチ】

11:50~12:50

看護学生が考える多様化する社会で一
人一人ができること

看護学生10名が3つのグループに分かれ、外国人や留学
生へのインタビュー、実習で経験したことを通して、それぞれ
の視点で
「 共に生きる世界をつくるために、一人ひとりがで
きること」
を聴衆に発表する。【企画 大手前大学国際看護学部】

12：50～13：20

チャレンジ・ウガンダ、東アフリカへ

アフリカと関西との経済、文化、人材交流を深めることは
SDGsの目標達成に寄与することに繋がります。在大阪ウガ
ンダ共和国、更家名誉領事から、
ウガンダを含めた東アフリ
カ地域の観光やビジネスの事例紹介を行います。

13:20~13:50

カンテレ扇町スクエア1Fステージ

来て、見て、触って、日本語eラーニング！

日々進歩を遂げるICT技術は、日本語学習・日本語教育の現場
でも活用されています。ここでは、関西国際センターの開発した
日本語学習用eラーニング教材と、その効果的な活用方法に
ついてご紹介します！【企画（独）国際交流基金関西国際センター】

16:00~17:00

【企画 在大阪ウガンダ共和国名誉領事館】

2月１日（土）

第5・6会議室

15：00～16：00

インドネシアの NGO や村人が行う森林再生の活動や日
常をカメラに収めてきた中井信介監督と制作した作品。ボ
ルネオ島の森林破壊と日本の消費生活とのつながり、
そこ
に暮らす人々が織りなすドラマをご覧ください。

【企画 国際通貨基金
（IMF）
、世界銀行グループ】

すべての命はたからもの～人・国・地球で生きる叡知～

基調講演：更家悠介
（サラヤ㈱社長）
企業講演：小谷美樹
（積水ハウス㈱CSR 部長）
・津田恵
（大阪ガス㈱CSR・環境部長）
・菱田真
（㈱クボタCSR
企画部長）
・相原有希子
（阪急阪神ホールディング㈱人事総務室社会貢献担当課長）
NGO等パネルディスカッション：JICA・
（公社）
日本国際博覧会協会・
（公社）
アジア協会アジア友の会・
（公財）
京都市国際交流協会・
（公財）
大阪ＹＷＣＡ
司会：関純子
（関西テレビアナウンサー）
コーディネーター：高橋美和子
（関西ＮＧＯ協議会事務局長）

【企画 大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館】

01

15：00～16：00

10：00～11：00

ワンワールドフェスティバルシンポジウム
「持続可能な開発目標
（SDGｓ）
の達成を目指して」

イギリスのＥＵ脱退はＥＵの団結に亀裂を生じ、世界に衝撃的な
ニュースとして流れた。激動するＥＵ、流動的な世界情勢の中でドイ
ツとヨーロッパはどのような戦略でどの方向に進もうとしているの
か？世界の中でのヨーロッパの役割はどのように変化するのか？

歌手Yunkaライブ

ジェンダー差別を無くすためには何が大
事か一緒に考えよう

【企画（公社）
アムネスティ・インターナショナル日本・関西連絡会】

カンテレ扇町スクエア1Fステージ

出演：さかなクン
（東京海洋大学名誉博士/客員准教授）
司会：関純子
（関西テレビアナウンサー）

講演：
ドイツ連邦共和国ヴェルナー・ケーラー総領事

11：40～12：10

【企画（一社）
関西エスペラント連盟】

13:00~15:00

2月2日（日）

「お魚でギョギョギョッと！
つながる世界と日本」

【企画 JICA関西】

「世界の中のドイツとヨーロッパ」

ロシア・ウクライナ民族ダンス

国際語エスペラントの概略説明
（歴史、現在）
とエスペラント
のネットワークについてを語り、
その後、体験談を述べる。

2F

12:00~13:00

【企画 日本アジア振興財団学生委員会】

ワンフェスにさかなクンがやってきて、
クイ
ズをまじえてたのしくお話。ギョギョギョッ
とびっくり魚のお話。おもしろくって、ため
になる！たいせつな海の環境を知ろう。

【企画（公社）日本ＷＨＯ協会、
（ 一社）IMEDIATA】

メキシコダンス

ワンワールドウエディング

沖縄三線ユニット

2月2日（日）

長く日本で暮らす外国人がケガや病気にかかった時の不安は大きな
ものです。外国人にとって安全で安心な医療が求められています。そ
のためには、言葉の専門職である医療通訳士や異文化に精通した国
際看護師等が必要です。このパネルディスカッションでは、既に関西
において異文化対応・多言語対応の現場で培われてきた方々が集ま
り、外国人のいのちを守る関西発のイノベーションを議論します。

14：30
～
17：00

【企画（公社）
日本ＷＨＯ協会】

14：00～14：30

国際語エスペラントは新しい扉を開く

16：40～17：10

2月１日（土）

12：30
～
14：00

第1・2会議室

12:00~13:00

日本ＷＨＯ協会が支援したＷＨＯインターンの報告会を行
います。現地での実際の経験などの報告と共に、元ＷＨＯ
職員からも助言をいただき、
これから世界に羽ばたく若者を
勇気づけるイベントにしたいと思います。

【

カンテレ扇町スクエア 1F なんでもアリーナ
10：30
～
12：00

1F

12：30～13：30
目指せWHO（WHOインターン報告会）

北区民センター

エクアドル民族舞踊

2F

第5・6会議室

10:00~11:00

フィリピン・スタディツアーの可能性

近年、英語留学で注目されているフィリピンで、社会問題解決
の為のスタディツアーが催行され、
ＳＧＨ認定の高校や大学か
らの参加が増えています。どんな学びが出来るのか実例を挙
げながら紹介していきます。 【企画 フィリピン共和国政府観光省】

11:00~12:00

ＡＳＰＡ旧暦勉強会

日本古来の暦・太陰太陽暦
（旧暦）
は、日本の四季が先読み
できる自然暦であり、環境共生社会の必須アイテムである。
「旧暦の知恵を活かした暮らし」
を見直し、アジア・太平洋
【企画（一社）
南太平洋協会】
諸国の人々と共有する。

【企画 Kindy】

14：00～14：30

ワンワールドウエディング
14:40~15:10

松田陽子（シンガーソングライター・ワン
ワールドフェス広報大使）
ライブ
15:10~15:40

ペルシャ・クラシカルダンス

1F

第1・2会議室

北区民センター

10:00~12:00

世界平和・SDGｓ活動に取り組む高校生
たちのメッセージ

ＳＤＧｓの実践活動を通して世界平和、持続可能な社会づく
りをうったえる高校生たちのメッセージ、発展途上国への
協力を通して世界平和を考えるカンボジアスタデイツアー
に参加した高校生たちの学びのレポート、韓国の高校生た
ちとの交流を通してアジア・日韓の友好を考えた高校生た
ちのレポート、東日本大震災等の被災地支援や身近なさま
ざまなボランティア活動体験での学びを学校をこえて分ち
あった高校生たちのレポートが発表されます。その後ワーク
ショップを行います。是非ご参加ください。

2F

「表現の不自由展・その後」をめぐる騒動から学ぶ

吉田隆之氏
（大阪市立大学大学院都市経営研究科准教授）
を講師にお迎えし、
「 表現の不自由展・その後」
の騒動に至
る経過と背景を振り返り、芸術・文化と政治・公的助成との
関係を国際的な視点も含めて展望し、表現の自由や芸術の
自由・人権について考えます。
【企画 ヒューマンライツ・ナウ関西グループ】

12:00~14:00

ボルネオの熱帯雨林と私たちの暮らし

～森のプランター、サイチョウ保全プロジェクト～

【企画（認活）
ボルネオ保全トラストジャパン】

【企画 大阪府ユネスコ連絡協議会】

12:00~14:00

JＩＣＡ教師海外研修（ルワンダ）報告会

JICA関西は学校の先生方を途上国に派遣し、現地の実情
を学んでいただく
「教師海外研修」
を実施しています。
今年度の研修に参加された学校の先生10名は過去のジェ
ノサイドから復興を遂げ目覚ましい成長を見せるアフリカ・
ルワンダへ訪問し、平和教育や現地校の取り組みについ
て理解を深めました。現地で感じて学んだこと、そして帰国
後、自身の教室でそれらの経験を日本の子ども達に伝えた
【企画 JICA関西】
様子を報告します。

14:00~16:00

SDGs達成に向けた協同組合・
非営利協同セクターの役割

SDGs 達成に向けた協同組合・非営利協同セクターの役割
を考えます。また、SDGs達成に向けた協同組合の取組み
を紹介し、大阪における協同組合・非営利協同セクターの
連携強化につなげます。①講演
「居場所づくりから見える課
題」
(講師:中村順子/CS神戸・理事長)、②リレートーク(大阪
の協同組合・非営利協同セクター)

第5・6会議室

10:00~12:00

14:00~15:00

みて！ 感じて！ やってみよう！

（モンゴルから想いをのせて♪）

モンゴルの自然と暮らしを写真パネルで解説、ゲームやパ
ズルなど伝統文化をモンゴル人と共に楽しみ、民族は違え
ど人の想いや文化には共通性があることを実感し、モンゴ
ルへの興味を深めて交流のきっかけにしてもらいたい。

【企画 モンゴル料理こぺん】

15:00~17:00

日朝大学生交流の取組から東アジアの
若者の心をつなぐ

東アジアの平和構築に市民として寄与することを目的とし
て、日本の大学生たちが朝鮮民主主義人民共和国を訪問し
ました。現地で日本語を学ぶ学生たちとの3日間の交流で、
両国の学生は何を語り合ったのでしょうか。学生たちの報告
を映像を交えながらお届けします。
【企画 南北コリアと日本のともだち展大阪展実行委員会】

【企画 近畿ろうきん、大阪府生協連、JA 大阪中央会】

16:00~17:00

来て、見て、触って、日本語eラーニング！

日々進歩を遂げるICT技術は、日本語学習・日本語教育の
現場でも活用されています。ここでは、関西国際センターの
開発した日本語学習用eラーニング教材と、その効果的な
活用方法についてご紹介します！

【企画（独）
国際交流基金関西国際センター】

【企画 Little Persia in Japan】

15:40~16:10

沖縄エイサー演舞

【企画 風人ブドゥリ太鼓】

16:10~16:40

GreenteathKing&iinasoul Band
16:50~17:10

サンクスセレモニー
02

カンテレ扇町スクエア1F
アトリウム

出入口

3F

メビ

ック

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
→
B1

北区民センター
2F

F扇
町
駅

団 体ブース出 展 位 置

扇町

→
i インフォメーション

スタッフ控室

エス
カレ
ータ
ー→
メビ
ック
扇町

←北区民センター
出入口

ワンフェス
ステージ

出入口

ワンフェス
ステージ

なんでもアリーナ
座席 300 席

なんでもアリーナ

出入口

出入口
扇町公園→

1 （特活）
アフリカ児童教育基金の会ＡＣＥＦ

25 フィリピンの女性と子どもと一緒に歩む学生団体くじら

49（特活）
ネパール野球ラリグラスの会

73 大阪の協同組合・非営利協同セクター

2
（特活）
Ｉ
ＦＥ
3

26（特活）
ＩＣＹＥジャパン

50 (公財）
大阪ＹＷＣＡ

74 ウータン・森と生活を考える会

4 桃山学院中学校高等学校ＳＢＳ

27（公財）
地球環境センター

51 世界銀行グループ

75 アートはみんなのもの

28（一財）
ゆうちょ財団

52 IMFアジア太平洋地域事務所

76 ツナミクラフト

29（認活）
Future Code

53（公財）
京都市環境保全活動推進協会

77 フィリピン共和国政府観光省

30（特活）
シルバーアドバイザー・ネット大阪 国際交流事業部

54（認活）
AfriMedico

78 フィリピンＮＧＯ ＬＯＯＢ ＪＡＰＡＮ

31（特活）
フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

55 日本フェアトレード・フォーラム

79 立命館大学フェアトレード団体beleaf

32（公財）
オイスカ関西支部

56 和歌山大学 Wakayama ASEAN Project

80 (公財）
大阪ＹＭＣＡ

10（特活）
国際地雷処理・地域復興支援の会

33
内閣府国際平和協力本部事務局
34

57（一社）
関西エスペラント連盟

81 (一財)日本国際協力センター

11（認活）
日本国際ボランティアセンター
（ＪＶＣ）

35 クラーク記念国際高等学校 大阪梅田キャンパス

58 Gochiso
（株）

82 大阪弁護士会

12（認活）
日本ブルキナファソ友好協会

36（一社）
コミュニティ・４・チルドレン

59 (特活）
アイキャン

83 大阪市環境局

13 国際交流・国際協力支援団体CLUB GEORDIE

37（一社）
南太平洋協会

60 ピースボート地雷廃絶キャンペーンP-MAC

84 (認活）
ＡＣＥ

14（認活）
テラ・ルネッサンス

38 (公財）
プラン・インターナショナル・ジャパン

61 Ｅｃｏ-Ｈａｂ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ関西学院/Habitat For Humanity

85 (特活）
ＮＩＣＥ
（日本国際ワークキャンプセンター）

15（公社）
アジア協会アジア友の会

39 創価学会 関西青年平和会議

62 山村留学センター結遊館

86 (特活）
BHNテレコム支援協議会 関西事務所

16 プロジェクトアブロード

40（公財）
アジア福祉教育財団難民事業本部関西支部

63 創価学会大阪女性平和委員会

87 (一社）
大阪青年会議所

17（特活）
緑化ネットワーク

41（認活）
エファジャパン

64 青年海外協力隊大阪府ＯＢ・ＯＧ会

88 JICA関西

18 くさか基金

42（特活）
災害人道医療支援会

65 大阪府青年国際交流機構

89 Ｊ
ＩＣＡ

19 C.P.I.関西教育里親会

43 (特活）
国際交流の会とよなか
（Ｔ
Ｉ
ＦＡ）

66（公社）
アムネスティ・インターナショナル日本 関西連絡会

90
JICA海外協力隊
91

20（特活）
日本ベジタリアン協会

44 あしなが学生募金事務局

21（特活）
北朝鮮難民救援基金

45 神戸学院大学 フェアスマイル

22（認活）
大阪府高齢者大学校

46（一社）
海外コンサルタンツ協会

23（公社）
日本ＷＨＯ協会

47（公財）
大阪国際交流センター

24 大阪ユニセフ協会

48（一財）
大阪市男女共同参画のまち創生協会

5 日本ビルマ救援センター
6 （特活）
Ｉ
ＬＯ活動推進日本協議会
7 ルワンダファミリー
8 （認活）
パレスチナ子どものキャンペーン
9 ＮＧＯザンジバル・スポーツ教育振興会

03

67 My TEDORI,My AFRICAチャレンジ！
！
68 日本アジア振興財団学生委員会
69 ボルネオ保全トラスト・ジャパン
70（一社）
ボックジャンバール

92（独）
国際交流基金関西国際センター
93 ＮＧＯ相談員
94 サラヤ
（株）
/在大阪ウガンダ共和国名誉領事館

71 FriedensdorfＩ
ｎｔｅｒｎａ
ｔ
ｉ
ｏｎａ
ｌ/ドイツ国際平和村
72 日本国際学生協会

04

扇町公園
◆ み ん な の キッチ ン
番号

◆みんなでスポーツ

２月1日
（土）
・２月2日
（日）
10：00〜17：00

店名

1
●
2 （特活）夢みらい
●
3 タコス・エル・ノパル
●
4 ハイチの会
●
5 モンゴル料理こぺん
●
6 （公社）アジア協会アジア友の会
●
7 聖ニコライ・セルビア・日本友好協会
●
8 AMMY
●
9 ハッサンハッサン
●
10 （一財）日本国際飢餓対策機構
●
11 アラブの会
●
12 Ｒｕｎｗａｙ
●
13 十里香
●
14 Asian Kitchen café百福
●
15 （特活）日本多文化交流協会
●
BIGUP JAPAN

ラグビー

タグラクビー

ブラジル/リングイッサシュハスコ

●２月１日
（ 土 ）1 0：0 0〜1 6：0 0

フィリピン/ローストチキン・牛串・豚串・牛タン串・ベーコン串
メキシコ/タコス・ブリトー・トルッティジャードッグ・メキシカンドッグ・唐揚げ・ポテト・チュウロス
ハイチ/カボチャスープ・ハイチコーヒー
モンゴル/ホルホグ・ボーズ・ボーブ
ベトナム・スリランカ・インド/春雨麺・ゴーダンバロティ・チャイ・唐揚げ
セルビア/フルーツカステラ・ボール・グリーズ・コリヴォ・飲むヨーグルト・セルビアコーヒー
インド/インドカレー・ナン・タンドリーチキン
エジプト/チキンケバブサンド・ビーフサンド・コフタサンド・シシカバブ
エチオピア/ホットコーヒー・マンゴージュース

タグラグビーは、タックルなどの接触プレーがないボールゲーム
で、腰にベルトと
「タグ
（ビニール製のリボン）
」
を着けてプレーし
ます。他のボールゲームと大きく違う点は、楕円球を抱えて自由
に走り回ることができることです。集った仲間でチームを組んで
楕円球を抱えて突っ走る爽快感を味わってみませんか？
【運営協力 関西ラグビーフットボール協会】

● 2月2日
（日）1 0：00〜16：00

昨年のワールドカップで日本中を興奮の渦に巻き込んだあの感
動を体験してみませんか。2021年ワールドマスターズゲームズ
では聖地
「花園ラグビー場」
で行われます。
【運営協力 東大阪市スポーツのまちづくり戦略室】

キンボールスポーツ

ラグビーパーク

●２月１日
（ 土 ）1 0：0 0〜1 6：0 0

幼児等年少者やラグビー未経験者や観戦者が気軽にラグビー
ボールに触れることが出来るスペースを設けます。ゆる〜くラグ
ビー体験しませんか？
【運営協力 関西ラグビーフットボール協会】

● 2月２日
（日）1 0：00〜16：00

クリケット

●２月１日
（ 土 ）、2日（日）1 0：0 0〜1 6：0 0

アラブ/ショルバアダス・カルカデ・シャイマラミーヤ・カフワ・ホンモスロール・シャワルマ・コシャリ
韓国/トッポギ・チヂミ・ジャージャー麺

英国・豪州・インドなどの英連邦諸国で盛んな球技
で、競技人口はサッカーに次いで世界第2位といわれ
ている。フェアプレーを重んじる紳士・淑女のスポー
ツを体験してみませんか。
運営協力 関西クリケット協会、
関西学生クリケット連盟

【

中国/唐揚げ・水餃子・麻婆豆腐
タイ/ガイヤーン・ムーピン

1986年にカナダのマリオ・ドゥマースによって生み出され、2001
年に国際大会も開催されるようになった、直径122センチメート
ルのボールを使用して行われる球技。キンボールの「キン」
は英
語の
「キネスシス」
の略で
「運動感覚」
といった意味です。2021年
ワールドマスターズゲームズではオープン競技として天理市で
行われます。
【運営協力 大阪府キンボールスポーツ連盟】

】

トルコ/トルコケバブ・ホットドッグ
歩道

扇町公園へ

国名／提供料理（予定）

カンテレ
扇町スクエア
地下鉄

地下鉄

扇 町 公 園 入 り口

サポ

↑

自転車専用

インフォメーション

ワン

歩行者専用

カンテレ扇町スクエア

・キッズゲルニカ ワークショップ
・スタンプラリーゴール（賞品引き換え）
・みんなでスポーツ参加者受付
・ワールドマスターズゲームズ2021PRブース

みんなのキッチン
開催場所

地下鉄
扇町駅

大阪青年会議所 難民テント

PRブース
テント ラグビー
パーク
キンボール
スポーツ

自転車専用

タグラグビー
・
ラグビー

◆ 難 民 キ ャン プ・テ ント

● 日時：
２月1日
（土）
・２月2日
（日）
10：00〜17：00
● 場所：扇町公園グランド
11:00〜11:30／13:30〜14:00

難民キャンプ・テント説明ツアー

クリケット

扇町プール

※テントの説明や、写真パネルのご紹介などを行います。

12:00〜13:00／14:30〜15:30

なんみんカフェ〜難民について語ろう！〜
05

【企画（特活）
国連UNHCR協会、RAFIQ】

06

ワ ー ク ショップ 他

会
■カンテレ扇町スクエア1Fアトリウム

場

案

内

■北区民センター1Ｆ

■北区民センター2Ｆ

カンテレ

● 2月1日
（土）
・2日
（日）
10：00〜17：00

なんでも
アリーナ

ワンフェス
ステージ

和室

事務室

EV

インフォメーション
台紙
配布場所 出入口
2F

会議室4 図書コーナー

民族衣装の着付け体験

交流室

←
関テレ扇 町スクエア

会議室3

【企画 外務省】

会議室1・2

台紙配布場所

←
北 区 民 センター

北区民センター1〜2Ｆ階段

インフォメーション

会議室
5・6

出入口

外務省写真展
「エールよとどけ！」

出入口
出入口

ホール

出入口
1F

外務省写真展

出入口
扇町公園→

jhappy
JICAの無償資金協力を広報しています！
● 2月1日
（土）
・2日
（日）
10：00〜17：00

北区民センター、カンテレ扇町スクエア、扇町公園他

会場内を練り歩きながら、JICA無償資金協力事業を紹介する
SNS
「jhappy」
（FB、Twitter）
を紹介。その場で
「いいね」
を押した
方には、記念品を贈呈します。
（記念品には限りがあります）
【企画 JICA】

キッズゲルニカ
● 2月1日
（土）
・2日
（日）
10：00〜17：00

【企画（一社）
大阪青年会議所】

SDGｓスタンプラリー

広い会場を廻ってスタンプを集めると素敵な景品をプレゼ
ント。さぁみんなでワンフェスを探検しよう！
（景品には限りが
あります）

【企画 実行委員会】

北区民センター1Ｆエントランス

和歌山県南紀、雄大な太平洋の波に洗われ丸くなった石にあなた
は何を描きますか。
【企画 実行委員会】

メモリアル時計制作体験
●２月1日
（土）
・2日日
（日）10：00〜17：00

北区民センター1Ｆエントランス

きれいな貝殻を付けたり、マジックで色を塗ってみたりして、あな
ただけのオリジナル時計を作りませんか。
【企画 実行委員会】

世界の民族衣装の着付け体験
● 2月1日
（土）
・2日
（日）
10：00〜17：00

北区民センター1Ｆ和室

世界の民族衣装の着付け体験ができます。民族衣装を着て、
ワン
フェス会場を見学しませんか。
【企画（公財）
オイスカ、
衣装提供 Ｊ
ＩＣＡ関西・
（独）
国際交流基金関西国際センター】

その他、詳細は JICA 関西ホームページをチェック！

見て 聞いて 考えへん？ 関西からできること

北区民センター1Ｆ・カンテレ扇町スクエア1Ｆ
インフォメーション

● 2月1日
（土）
・2日
（日）
10：00〜17：00

（独立行政法人国際協力機構 関西センター）

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
TEL 078-261-0341（代表） FAX 078-261-0342
https://www.jica.go.jp/kansai/

● 2月1日
（土）
・2日
（日）
11：00〜台紙配布

メッセージストーン

Leading the world with trust

扇町公園グランドブース内

キッズゲルニカはピカソの『 ゲルニカ』と同じ大きさの
キャンバス(3.5m×7.8m)に子どもたちが平和の絵を
描くという国際的なアート・プロジェクトです。一緒に描
いてみませんか。

ワールドマスターズゲームズ2021 ＰＲブース
● 2月1日
（土）
・2日
（日）
10：00〜17：00

信頼で世界 をつなぐ

私たち JICA 関西は、途上国と関西を信頼でつなぎ、
ともに「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に貢献
します。

（※SDGs：「誰一人取り残さない」世界の実現を目指して国際社会が2030年まで
に達成すべき課題を掲げた世界共通の目標で、2015年の国連サミットで採択さ
れた。貧困、都市問題、地球環境などに関する17のゴールがある。）

●JICA は、日本の政府開発援助（ODA）を一元的に行う実施機関として、
開発途上国への国際協力を行っています。「信頼で世界をつなぐ」という
ビジョンを掲げ、多様な援助手法のうち最適な手法を使い、地域別・国別
アプローチと課題別アプローチを組み合わせて、開発途上国が抱える課
題解決を支援しています。
●JICA 関西は、開発途上国から年間を通じて約1,800人の研修員を受け入
れており、建物内には研修施設と研修員のための宿泊施設を備えています。
また、地域に開かれたセンターとして、1 階の JICA プラザ関西（広報展示室・
資料室・食堂・1 階ロビー）は、どなたでもご利用いただけます。

扇町公園グランドブース内

ワールドマスターズゲームズは、国際マスターズゲームズ協会
(Imga)が４年ごとに主宰する、概ね30歳以上のスポーツ愛好者
であれば誰もが参加できる生涯スポーツの国際総合競技大会で
す。オリンピックの翌年に開催され、第１回は1985年にトロントで
開催されました。そして、2021年記念すべき第10回大会が、アジ
アで初、関西一円で行われます。大会エントリーが2月1日からス
タート。最新の情報をゲットしよう！
【企画（公財）
ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会】

クリーンアップ・アクション
●２月1日
（土）
10：45集合、2日
（日）
11：15集合
（活動は1時間程度）

カンテレ扇町スクエア正面入口前

ＪＲ天満駅をスタートして、日本一長い天神橋筋商店街をごみ拾
い。北区キャラクターの
「のんちゃん・すーちゃん」
と一緒にお散歩
かねて如何ですか。手ぶらで大丈夫。お待ちしています。
【企画 実行委員会】

ワン↗サポ
● 2月1日
（土）
・2日
（日）
10：00〜17：00

扇町公園入口横
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「ワンフェスをみんなでサポート」
次回ワンフェス開催のためにご
寄付頂いた方に衣料、時計、グッズをお渡しします。
【企画 実行委員会】
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株式会社

てりとりー
南の島酒場てりとりー
沖縄キッチンてりとりー
沖縄ん家てりとりー
沖縄食堂ハイサイ
HEPナビオ店
沖縄食堂ハイサイ
天王寺MIO店
沖縄食堂ハイサイ なんばこめじるし店
梅田日本酒バル エビス
梅田チューハイ35

09

10

タイムテーブ ル

1日目 ２月1日
10：00
30
11：00
30

オープニングセレモニー

ロシア・ウクライナ民族ダンス
歌手Yunkaライブ
12：30〜13：30

12:30〜14:00

30

15：00
30
16：00
30
17：00

10：00〜11：00

SDGｓに直接かかわる仕事
“開発コンサルタント”
11:00〜12:00

30
11：00
30

30
14：00
30
15：00
30
16：00
30
17：00

11:00〜12:00

ＡＳＰＡ旧暦勉強会

12:00〜13:00

12:00〜13:00

国際語エスペラントは
新しい扉を開く

来て、見て、触って、
日本語eラーニング！

何が大事か一緒に考えよう

〜子どもたちのため 平和のために
私たちができること〜

ドイツ連邦共和国ヴェルナー・
ケーラー総領事講演
13:00〜15:00
13:00〜15:00
「世界の中のドイツとヨーロッパ」ジェンダー差別を無くすためには 子どもの幸福が平和の鍵

14:00〜14:30

ワンワールドウエディング
14:30〜17:00

国際シンポジウム
女性が輝くＮＥＯ大阪

15:00〜16:00

国際金融機関
（IFIs）
で働こう

15:00〜17:00

映画上映会〜森の守り人

16：00〜16：40

16:00〜17:00

パネルトーク ODAのＮＧＯ／ＮＰＯ
支援制度を組織基盤強化につなげよう

『本当の支援』
って何だろう？
〜ベトナム・カンボジア
スタディツアー報告会〜

16:40〜17:10

沖縄三線ユニット

1F

10:00〜11:00

カンテレ扇町スクエア
ステージ
1 F なんでもアリー ナ

すべての命はたからもの
〜人・国・地球で生きる叡知〜

15：00〜16：00

アフリカ・マラウイと繋がろう！
！
〜誰ひとり取り残さない社会とは
どのような世界か〜

10:00〜11:00

さかなクントークショー
「お魚でギョギョギョッと！
つながる世界と日本」

1F

北 区 民センター
第 1・2 会 議 室
2F

10:00〜12:00

第 5・6 会 議 室

扇町公園
グランド

10：00〜12：00

世界平和・SDGｓ活動に取り組む 「表現の不自由展・その後」
を
高校生たちのメッセージ
めぐる騒動から学ぶ

11:00〜11:30

自然と人々との共存タヒチアンダンス
11:30〜15:00

ワン・ワールド・フェスティバル
11:50〜12:50
シンポジウム
12:00〜14:00
12:00〜14:00
看護学生が考える多様化する社会で
「持続可能な開発目標
（SDGｓ）
のＪ
ＩＣＡ教師海外研修
（ルワンダ） ボルネオの熱帯雨林と
一人一人ができること
達成を目指して」
私たちの暮らし
報告会
第一部 11：30〜11：55
〜森のプランター、サイチョウ
基調講演
12：50〜13：20
保全プロジェクト〜
チャレンジ・ウガンダ、東アフリカへ 第二部 12：00〜13：40
13:20〜13:50

エクアドル民族舞踊
14:00〜14:30

ワンワールドウエディング

企業の取組紹介
パネルディスカッション
第三部 14：00〜15：00
NGO/NPOの取組紹介
パネルディスカッション

14:40〜15:10

松田陽子（シンガーソングライター・
ワンワールドフェス広報大使）
ライブ
15:10〜15:40

ペルシャ・クラシカルダンス

14:00〜16:00

14:00〜15:00

16:00〜17:00

日朝大学生交流の取組から
東アジアの若者たちの心をつなぐ

SDGｓ達成に向けた協同組合・ みて！感じて！やってみよう！
非営利共同セクターの役割
（モンゴルから想いをのせて♪）

15:00〜15:30

国際交流和太鼓演奏
15:00〜17:00

15:40〜16:10

沖縄エイサー演舞
16:10〜16:40

GreenteathKing&iinasoul Band
16：50〜17：10

サンクスセレモニー

来て、見て、触って、
日本語eラーニング！

ラグビー

13：00

10:00〜11:00

フィリピン・スタディツアーの可能性

クリケット

30

扇町公園
グランド

キンボールスポーツ

12：00

第 5・6 会 議 室

国際協力という仕事

2日目 ２月2日
10：00

北 区 民センター
第 1・2 会 議 室
2F

11:40〜12:10

目指せWHO

30

外国人にとって安全で安心な
大阪の医療をめざして
〜いのちを守る医療通訳士・
国際看護師の役割〜

11:00〜11:30

13：00 （WHOインターン報告会）

14：00

10:30〜12:00

10:30〜11:00

メキシコダンス

1F

クリケット

30

10：00〜10：30

カンテレ扇町スクエア
ステージ
1 F なんでもアリー ナ

タグラグビー・ラグビーパーク

12：00

1F

