
入場無料
Free Admission

【主催】ワン・ワールド・フェスティバル実行委員会

【協力】外務省

【協賛】味の素 ( 株 )、( 株 )H.I.S. エコ・スタディツアーデスク、エミレーツ航空、大阪ガス ( 株 )、大阪府生活協同組合連合会、

( 一社 ) 大阪労働者福祉協議会、近畿労働金庫、( 独 ) 国際交流基金、シャープ ( 株 )、( 宗 ) 真如苑、住友生命保険 ( 相 )、( 公財 ) 太平洋人材交流センター、

( 公財 ) 大遊協国際交流・援助・研究協会、大和ハウス工業 ( 株 )、( 公財 ) 地球環境センター、なんとかしなきゃ！プロジェクト実行委員会、( 一財 ) 日本国際協力システム、

( 財 ) 日本国際協力センター、パナソニック ( 株 )、( 株 ) パン･アキモト、ＵＣＣ上島珈琲 ( 株 )、( 株 ) ラッシュジャパン、連合大阪

【運営協力】( 株 ) 大塚商会、サラヤ ( 株 )、マレーシア航空会社

【会場提供】( 公財 ) 大阪国際交流センター

【後援】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、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、連合大阪、( 株 ) ゆうちょ銀行、( 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、( 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

【問い合わせ先】ワン・ワールド・フェスティバル実行委員会事務局（関西国際交流団体協議会内）

TEL：06-6944-0407　FAX：06-6944-0408　e-mail：onefes@interpeople.or.jp

ONE WORLD FESTIVAL

International Cooperation Festival - bringing the world closer through
education, interaction and mutual assistance.

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

ワン・ワールド・フェスティバル

国際協力のお祭り 検索
ホームページ　http://www.interpeople.or.jp/owf

ワン・ワールド・フェスティバル

@one_world_festi

会場：大阪国際交流センター
地下鉄：谷町九丁目駅／近鉄：大阪上本町駅
ご来場は、電車・バスなど公共交通機関をご利用ください。周辺道路への駐車はお断りいたします。
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国際協力・交流をテーマにしたブースやイベントが盛りだくさん。
民族料理模擬展ではいろんな国の料理が楽しめます！
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21st ONE WORLD FESTIVAL

【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、(一財 ) アジア・太平洋人権情報センター、(公財 ) オイスカ関西支部、(公財 ) 大阪国際交流センター、(公財 ) 大阪府国際交流財団、(社 ) 大阪南太平洋協会、
(独 ) 国際協力機構関西国際センター、SPEC、( 特活 ) 地域環境デザイン研究所 ecotone、なんとかしなきゃ！プロジェクト実行委員会、(一般 ) 日本国際飢餓対策機構、フェアトレード・サマサマ
【事務局】（特活）関西国際交流団体協議会

大阪国際交流センター
大阪市天王寺区上本町8-2-6
■ 近鉄 :「大阪上本町」駅　徒歩 5分
■ 地下鉄 :「谷町九丁目」駅 ( 谷町線・千日前線 )
⑤ 号または近鉄 ⑩ 号出口　徒歩 10分
「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅 ( 谷町線 )
① 号または ② 号出口　徒歩 10分
■ 市バス :「上本町八丁目」バス停　徒歩 1分

マイ箸・マイ食器を持ってくると
いいことがあるかも！？

【活動紹介展】

NGO／ NPO・国際機関・政府機関・教育機関・企業などの
150 近くの出展団体が国際協力活動や社会的課題解決の取り
組みを幅広く紹介します。

■ＮＧＯ／ＮＰＯ大集合活動紹介展
■ＯＤＡ実施機関・政府機関活動紹介展
■国連機関活動紹介展
■企業のＣＳＲ活動・社会貢献活動紹介展
■高等教育機関の活動紹介展

【シンポジウム】

■ニッポンの国際協力と世界
～日本の国際協力６０年を振り返る～（仮）
 1 日（土）13 時～ 14 時半
2014 年は、日本が政府開発援助（ＯＤＡ）を開始してから 60 年の
節目です。戦後賠償として始まり、国際社会の変化とともに少しずつ
役割を変えながら「還暦」を迎えたＯＤＡの歩みを振り返りながら、
これからの国際協力を語ります。

■ルー大柴のフィジーについて知ってくれ！
～俺と一緒にトゥギャザーしようぜ～
 1日（土）15時～16時半
昨年の 8 月にフィジーを訪れたルー大柴さん。フィジーの現
状や現地で活躍する日本人の姿を「ルー語」を交えながらレ
ポートします。

■ボルネオへの恩返し～いのちをつなぐプロジェクト～
 2 日（日）　11時～ 13時
旭山動物園園長の坂東元さん、課題図書「ゾウの森とポテト
チップス」の著者の横塚眞己人さんをお呼びして、ボルネオ
の熱帯林で起きている環境破壊と私たちの暮らしの意外なつ
ながり、そして私たちができることについてお話をしていた
だきます。

■地球のステージ「つながる日本とアフリカ」篇
 2 日（日）13時半～15時
途上国支援現場で活動する医師・桑山紀彦さんが、歌・音楽・
映像で展開するコンサート「地球のステージ」を開催。今回は、
ルワンダとタンザニアを紹介。トークセッションでは、ゲス
トと共に「アフリカの今」を考えます。

【体験コーナー】

■楽しい環境体験コーナー　
楽しいおもしろい体験が盛りだくさん。あっというまに、環
境にやさしいスタイルが身につきます。

■ＪＩＣＡ研修員を探せ！ 
研修のために海外から来ている外国人が、ワンフェス会場内
にいます。声を掛けてスタンプをもらいましょう。スタンプ
がカードいっぱいになれば、研修員から小さな景品がもらえ
ます。

■民族衣装の着付け体験
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、ワンフェス会場内
を見学しませんか。

■民族音楽・舞踊のステージ
関西在住で国際協力･交流活動を行って
いる団体やミュージシャン、外国人グ
ループが各国・地域の音楽や舞踊を披露
します。

■アジアの遊び体験
日本を含めたアジア各国・地域のおもちゃを直接手に取り、
ゲームをしながら異文化を体験します。

【ワークショップ・セミナー・トーク】

■「心においしいチョコ」のためにできること
 1日（土）11時～12時半
チョコレートの原料、カカオ。カカオの
実はだれがどうやって育てているので
しょう？チョコのふるさとを訪ね、日常
を知ることから、私たちの心においしい
チョコを考えます。バレンタインデーの
チョコを用意する前に、ぜひ！

■大阪府における外国人親子の暮らし
～直面する子育てと教育の課題（仮）
 1日（土）13時～15時
大阪府で暮らす外国人は約２０万人。その中には、言葉・文化・
制度の違いにより暮らしにくさを感じる人もいます。在住外
国人の現状と支援について知り、当事者の外国人と一緒に多
文化共生を考えましょう。

■炭焼きマイスターになって、太平洋の人々と
つながろう！ 1日（土）14時半～15時半
松村式ドラム缶炭窯は誰でも作れ、身近なエコ活動の実践に
なります。放置林材をエコエネルギーに代え、防災時の備蓄
燃料自作の指導をします。

■関西発、元気いっぱいＥＳＤ
 2日（日）15時～ 17時
釜ヶ崎、菜の花、みそ汁…どういうつながり？答えはＥＳＤ（持
続可能な開発のための教育）！課題を見つけて、地域で取り
組む！地球規模で考えて、足もとから始める！ ESD のエッセ
ンス！

■関西人、世界に飛び出す！
 2日（日）　15時半～17時半
関西から世界に飛び出した JICA ボランティア（青年海外協力
隊・シニア海外ボランティア）経験者が、世界の現状とその
貴重な体験を語ります。

【映画・ドキュメンタリーの上映】

そのほかにも、写真展や様々なワークショップ・セミナー・トー
クが開催されます。詳細についてはウェブサイトをご参照く
ださい。http://www.interpeople.or.jp/owf/

※プログラムは時間や内容は一部変更になる場合もございま
すので、ご了承下さい。

「当日ボランティアも大募集！
詳細はウェブサイトをご覧ください！」
http://www.interpeople.or.jp/owf/

2月1日（土）上映

■アチェの子どもたちと創る演劇ワークショップ
 11時～12時
紛争被害に遭ったアチェの中・高校生が、寝食を共にしながら、
自分自身への誇りや他人への信頼を取り戻すべく、「アチェの
未来」をテーマに話し合い、それを演劇として表現する様子
を描いたドキュメンタリーを上映します。

■そのひとときの自由 12時半～14時半
難民がテーマの映画を無料上映します。上映作品は、自らも
難民である監督が国を逃れた人々が直面する困難を描いた『そ
のひとときの自由』。映画をとおして「何ができるか」考えて
みませんか。

■バレンタイン一揆 13時～15時
バレンタインデーに、フェアトレードでつくられたほんとう
に愛のあるチョコレートを日本のみんなに選んでほしい。こ
れは、児童労働の問題と出会い、悩み、闘った、日本の女の
子たちの物語です。参加費：1,000 円

■クロッシング 15時～17時半
映画「クロッシング」上映とトーク。知られざる国、北朝鮮
の住民のリアルな日常と、強制収容所の実態を描いた壮絶な
人間ドラマ。併せて、3 月公開予定のドキュメント「北朝鮮
強制収容所に生まれて」も紹介します。

2月2日（日）上映

■「恋するみんなに」上映会＆バレンタインライブ 
 10 時～ 11時
恋人からの暴力をデート DV といいます。デート DV は海外の
ティーンズにも大きな課題です。デート DV 防止 DVD とテー
マソングが大阪の高校生や専門学校生によって完成ました！
できたてほやほやをご披露します！

■Timeless in India 11 時半～12時半
映像を通してインドの魅力を発見！

■Girl Rising ～私が決める、私の未来～
 13時～ 15時
途上国の女の子の現実と希望を描いたドキュメンタリー風オ
ムニバス映画を上映。ナレーターは、アン・ハサウェイやメ
リル・ストリープ他。早すぎる結婚や性的虐待など女の子が
直面する状況を描き出します。

■ありあまるごちそう 15時半～17時半
映画を通じて世界の食糧問題について考えてみませんか？
Table For Two の活動報告も併せて聞くことで、明日からや
れるアクションのヒントがもらえます！

きっかけに！

解決のために！

楽しく！

■みんなのキッチン
 （民族料理模擬展）
「食」を通して異文化理解！ゴミを出さない「リユース・食器・
システム」も導入。


