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感じる・ふれあう・助け合う　世界につながる国際協力のお祭り
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
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なんとかしなきゃ！プロジェクト実行委員会、（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）ファーストリテイリング
【運営協力】 （株）大塚商会、サラヤ（株）
【会場提供】 （財）大阪国際交流センター
【広報協力】上町台地マイルドHOPEゾーン協議会
【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、（社）関西経済同友会、連合大阪、（株）ゆうちょ銀行、（独）国際交流基金、（財）自治体国際化協会、（公財）ユネスコ・アジア文化センター、
（財）大阪 21世紀協会、（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
【事務局】 （特活）関西国際交流団体協議会

細川佳代子さん
HOSOKAWA KAYOKO

NPO法人勇気の翼インクルージョン2015　理事長
認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本　名誉会長



【活動紹介展】
■NGO/NPO大集合 
関西に拠点を持つＮＧＯ／ＮＰOを中心に活動を紹介。
国際協力に関する書籍を集めたブックフェアやＮＧＯ相
談員による情報＆相談コーナーもあります。

■ODA実施機関・政府機関 
ＯＤＡ（政府開発援助）のプロジェクトや政府機関・ＯＤ
Ａ実施機関などの活動をわかりやすく紹介。
■国際機関 
日本に事務所を開設している国連機関が、環境や貧困撲
滅、開発援助など世界各地での活動を紹介。

■国際協力に関する人材育成機関
留学生の受け入れ、学生のボランティア活動や国際協力活
動の支援、国際理解教育など、教育機関の取り組みを紹介。
■企業の CSR・社会貢献活動 
国際交流・協力、子どもの支援、環境保全などをテーマに、社会貢
献に積極的に取り組んでいる企業がその取り組みを紹介。【体験】

■クイズラリー 
各団体に関するクイズを解きながら活動紹介展をまわり
ませんか。参加者には景品も。
■民族衣装の着付け 
インドや韓国、バングラデシュ、モンゴルなど各国・地
域の民族衣装の着付けを体験。
■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。
■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、
環境にやさしい生活スタイルが身につきます。
■茶会へようこそ　異文化体験コーナー
韓国のお茶を飲みながら伝統文化や暮らしについて話し
ましょう。

■JICA 研修員を探せ！
4日（土）、5日（日）11時半～ 13時
研修のために海外から来ている外国人に声をかけてスタ
ンプをもらおう。スタンプをためて景品をゲットしよう。
■「絆」の絵で埋め尽くそう！プロジェクト
東日本大震災では世界中から温かい支援の手が、世界各地の子ども
たちから何千もの絵画やメッセージが寄せられました。東北地方の
子どもたちは頑張っている姿を伝えようと「私の10年後」を描い
てくれました。そうした「絆」をテーマとした絵画を展示します。

■人権を守るために手紙を書こう 
世界各国で人権侵害にあっている人々がおかれている状
況を理解し、その人々に支援の手紙を、また当該国の政
府要人に釈放を要請する手紙を書く参画型学習です。

■「This Prison Where I Live 私が住む、この監獄」
5日（日）11時半～13時半
ビルマ国民の圧倒的支持を得るコメディアン、ザーガナーの人
物像と表現の自由がないビルマ社会の実態を描いたドキュメン
タリー。宇田有三さんの解説とビルマの最新情報あり。

■「幸せの太鼓を響かせて～ INCLUSION ～」
　上映会と製作総指揮者・細川佳代子さん講演会
5日（日）14時～ 17時
職業を持ちたい。家族を持ちたい。普通のことなのに遠
い夢だった。知的障がいがありながら全国２位に輝いた
プロの和太鼓集団の記録。その集団に出会って熱い想い

を抱き、映画の製作を決意した細川さんの講演。
講師＝細川佳代子さん（NPO法人勇気の翼インクルー
ジョン２０１５理事長、認定ＮＰＯ法人スペシャルオリ
ンピックス日本名誉会長）
日本語字幕・手話通訳つき

【シンポジウム・ステージ】
■「内向き志向脱却はやっぱり大阪から ! ！！」
　国際協力について語ろう！シンポジウム
4日（土）13時～ 14時
「人間持ちつ持たれつ。」「世界の発展は日本の発展。」「信用第
一。」大阪人の哲学は世界に通じる？！国際協力にとり組んで
いる関西のNGO、企業、市民の方々に登場いただき、「内向き
志向からの脱却」をテーマに国際協力について議論します。
講師＝シャンプーハットさん、松田陽子さん（シンガーソングライター）ほか
共催＝外務省

■ルー大柴さん　南スーダン取材記

　トークショー
5日（日）11時半～ 12時半
国際協力に携わる日本人を紹介するテレビ番組「地球
VOCE」（テレビ大阪で毎週土曜12:25 ～ 12:30に好評放
映中）の取材で、昨年度のハイチに続き、今年度は独立
直後の南スーダンを訪問したルー大柴さん。秘蔵写真と
映像とともに、ルー語満載の現地レポートが炸裂！
講師＝ルー大柴さん（タレント）　主催＝外務省

■「なんとかしなきゃ！東アフリカ編」
4日（土）14時～15時半
東アフリカは「アフリカの角」を中心に、過去60年間
で最悪の干ばつ被害が発生し、食糧不足によりたくさん
の命が危機にさらされています。私たちに今なにができ
るのか、セミナーをとおして一緒に考えましょう。
講師＝なんとかしなきゃ！プロジェクトメンバー
共催＝なんとかしなきゃ！プロジェクト実行委員会
■日本一おもろいODA教室
4日（土）12時～ 13時
吉本のお笑いコンビと関西人美人シンガーソングライ
ターが、ホンモノの外交官先生を迎えて、コクサイキョ
ウリョクについてお勉強？！どんな教室になるのやら。
はちゃめちゃトーク爆裂の日本一おもろいODA教室で
皆さんも一緒にお勉強してくださいね。
先生役＝貴島善子さん（外務省国際協力局政策課企画官）、
生徒役＝シャンプーハットさん、松田陽子さん
主催＝外務省

■「グローバル教育コンクール2011」
　表彰式＆トークショー
4日（土）12時～ 13時
地球や世界がかかえるさまざまな問題を子どもたちが身
近に理解し、その解決のために自ら行動に移すことので
きる人間を育成するための教材、活動報告などを募集し
たコンクールの成果をフェスティバルを通して発信しま
す。セイン・カミュさんのトークショーも開催！
講師＝セイン・カミュさん（同コンクールナビゲーター）
主催＝JICA
 

■「地球のステージ　
　東日本大震災と国際協力」編 in 大阪
5日（日）13時～15時
被災地の医師 桑山紀彦さんが、東日本大震災の現状と国
際協力について映像と音楽と語りで伝えるステージ。第
2部では「復興と国際協力」をテーマに、ヴォーカリスト
の鈴木重子さんをはじめ、複数名のパネラーで話し合い
ます。
講師＝桑山紀彦さん、ヴォーカリスト・鈴木重子さん（な
んとかしなきゃ！プロジェクトメンバー）
共催＝なんとかしなきゃ！プロジェクト実行委員会

【ワークショップ・セミナー・トーク】 
■トランスナショナルな子どもたちの教育を考える
4日（土）10時～ 12時
トランスナショナルな子どもたち（外国にルーツをもつ
子どもたち）やその経験を持つ人たちが次世代の教育に
ついて意見を戦わせます。
■JICA 研修員母国紹介 
4日（土）、5日（日）　11時～ 12時
研修のために来日しているＪＩＣＡ研修員が母国の現状
や課題、現在取り組んでいることをご紹介します。
■TERACO（南三陸町）での学習支援活動の紹介
4日（土）11時～ 12時 
南三陸町で被災者を受け入れていたホテル観洋でボラン
ティアを行う中、学習支援活動を開始。そこで垣間見え
る被災地の現実とこれまでの活動を紹介します。
■「子どもたちとつくる地域の平和」イラクでの試み
4日（土）11時～ 13時
イラク戦争から10年。まだまだ宗派対立、民族対立が懸念され
る中でも、互いを理解し合うための人々の努力を紹介します。
■国際協力団体のパネルディスカッション
4日（土）11時～ 13時
学生の国際協力団体と一緒に国際協力を行うことについて考
え、NGOの話を聞き、国際協力へのさらなる理解、関心を高め
ることができる時間です。
■改定「入国管理法」を知ろう
　～「管理」から考える多文化共生社会
4日（土）12時半～ 14時半
入国管理法をめぐる課題に詳しい講師が改定入管法の概
要を英語などのウィスパリング通訳をつけながら説明。
■わたしたちができる東日本大震災の被災者支援
　～お手紙を書いて被災された方のこころに寄り添いませんか
4日（土）12時半～ 14時半
震災直後の苦境を乗り越えつないだ命。しかし仮設住宅
に落ち着いてからの孤独感。被災された方の現状につい
て考え、そしてお手紙を書いて被災された方のこころに
寄り添いませんか。
■社会起業家が担う多文化コミュニティビジネスの未来
　～多文化・異文化を地域の活力に！～
4日（土）12時半～ 14時半
日本で在住外国人の仕事づくりや外国人観光客向けのサービス
開発などに取り組む若手社会起業家、留学生や在住外国人が、  
起業までの道のりとこれからについて語ります。
■やさしい国　パキスタンの暮らしとテロ
4日（土）16時～ 17時
テロが頻発するパキスタンには平和を愛する心の優しい
人々が住んでいます。分かりにくく知られざる国パキス
タンを住んでみた経験に基づき、易しく お話し、異文化
理解の難しさについて考えます。
■ユニクロの「服のチカラ」～ユニクロの CSR 活動事例
4日（土）12時半～ 14時半
不要になったユニクロ衣料を回収し、難民支援やリサイ
クルに役立てる「全商品リサイクル活動」とバングラデ
シユでスタートした「ソーシャルビジネス」の2つの活
動をご紹介。☆ユニクロ衣料の回収を２日間、ユニクロ
ブースで行います。ぜひ、お持ちください！

■海外留学フォーラム～海外留学と自分の未来～
海外留学経験者と外国人留学生を迎え、会場参加者との
意見交換を通じて、日本の若者が世界で活躍するにはど
うすればいいか、自分の未来はどうあるべきかについて
考えます。
■ご存知ですか？赤十字マークの本当の意味を
4日（土）13時半～ 14時半
赤十字マークの本当の意味を知ってもらうことを通じ
て、世界共通のルールである国際人道法についても広く
知ってもらおう。
■共生社会をめざして～ビルマ難民に対する第三国定住制度～
4日（土）15時～ 17時
日本へやってきた難民の人々が置かれている状況を知
り、共生社会をきずくために何が必要かを難民の代理人
である弁護士が詳しくお話します。
■関西人、世界に飛び出す！
4日（土）15時～ 17時
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。
■アジアにおける BOPとのインクルーシブ・ビジネス
4日（土）15時～ 17時
アジアでのBOPビジネス促進に向けてインクルーシブ・
ビジネス（IB）支援に取り組んでいるアジア開発銀行。
IB って？支援はどのくらい？あなたのそんな疑問にお答
えします。
■ビジネスを通じた世界への貢献
4日（土）15時～ 17時 
関西の発展をめざすPREXの人材育成事業の現場、海外
進出している中小企業の経営理念、求める人材像を大学
生に実感してもらい、若者の挑戦を喚起します。
■初めての方にも理解できるNGOマネジメント
4日（土）15時～ 17時
NGOマネジメントや組織基盤の強化に関する関心をお持
ちの方、ソーシャル・ビジネスのような事業立ち上げを
お考えの方、ふるってご参加ください！
■みんなで変えるお金の流れ。
　投融資が社会を変える可能性
4日（土）15時～ 17時
自分の預けるお金を「志し」をもって国内外の課題解決
に使われるよう考えませんか？「戻ってくる寄付」によっ
て、より多くの問題解決や人々の救済につながる、そん
な金融の流れをつくり出しましょう。
■多様な担い手の連携で進める復興まちづくり
　～ＣＳＲと被災地支援～
4日（土）15時～ 17時
企業と専門性を持つＮＰＯや現地の団体などが連携で
行った支援活動の事例を紹介し、支援の実効性や持続可
能性を高めるための企業の支援や市民参加の在り方を考
えます。
■証言：元被収容者が北朝鮮の
　政治犯収容所（管理所）における人権状況を語る
5日（日）10時～ 12時
約20万人の人々が収容されていると推定される北朝鮮
の強制収容所。元被収容者の証言を生で聴きながら、そ
の廃絶のためにどうすべきなのか考えていきます。

■アフリカを知ろう！ JICA 教師海外研修報告会
5日（日）10時～ 12時
タンザニアに派遣された学校の先生が、帰国後子どもた
ちに自分たちは何を感じ、何を伝えたかったか、どのよ
うに教材化したかを報告します。
■「心においしいチョコ」のためにできること
5日（日）11時～ 12時半
チョコのふるさとを訪ね、日常を知ることから、フェア
トレードの必要性を考えます。
■Kids can!　子どもたちには世界を変える力がある
5日（日）11時半～ 13時半
12才の男の子により設立され、18才以下の子どもたち
が国内外で活動をしている団体によるスピーチとワーク
ショップ。
■「世界を変える」を仕事にする！
　国際協力キャリアセミナー 
5日（日）12時15分～ 14時
NGOで働くスタッフが、NGOが求める人材やスキル、
待遇や職種などの体験談をもとに紹介やインターンシッ
プの合同説明会も開催します。
■国際子ども村を体験しよう！
5日（日）12時半～ 14時半
世界中に友達をつくろう！ 11歳から大人まで世界中に
友情の輪を広げるCISVプログラムを体験してみよう！
■マス・メディアとアフリカ
5日（日）12時半～ 14時半
グローバル化が進み、世界の出来事の多くはもはや他人
事ではない。しかし、日本のメディアはなかなか世界を、
特にアフリカを取り上げない。この現象とその改善方法
を探ります。
■「出資」でできる、もう一つの途上国支援
5日（日）12時半～ 14時半
途上国のマイクロファイナンス機関や社会的企業への出
資できる支援の取り組みをご紹介します。
■地球の食卓「私たちがつくる未来」
5日（日）13時～ 14時半
食の安全性や自給率の低下が課題となる今、世界の家族
の食卓を見ながら、毎日を支える食を見直し、私たちの
未来を考えましょう。
■Lets trade! Lets think! 
5日（日）14時～ 16時
高校生だけで活動している国際ボランティア団体WITH
がお送りする貿易ゲーム。楽しいゲームを通して世界の
ことについて考えましょう！
■東日本大震災下の定住外国人
5日（日）14時半～ 16時半
東日本大震災で被災したたくさんの定住外国人。メディ
アではあまり取り上げられなかった定住外国人の被災の
実態を知り、日本の「多文化共生」を考えてみませんか？
■体感！「緑の回廊がボルネオの生物多様性を救う」
　～私たちの生活と熱帯雨林のつながり～
5日（日）15時～ 17時
あなたの購入するものがボルネオの熱帯雨林を破壊して
いる！？森林が乱伐され、生物多様性が失われている今、
私たちに何ができるのかを知るワークショップ
■フェアトレードタウンにしよう！
5日（日）15時～ 17時
フェアトレードをまちぐるみで推進するとともに、まち
づくりや地域の絆の再生強化にも寄与するフェアトレー
ドタウン運動を紹介します。

■「サンチャゴくん、なんで？」
　～多文化の子どもたちと、サンチャゴくんの国ブラジルを知ろう！～
5日（日）15時～ 17時  
紙芝居とクイズを通して、多文化の子ども「サンチャゴくん」
の抱えるしんどさを知り、共感する気持ちを育てます。
■なじょにがすっぺ～これからのボランティアを考えよう！
5日（日）15時～ 17時 
大震災をきっかけにボランティアに興味を持った方も、国際協
力を通じて以前から興味を持っていた方も、「これからのボラ
ンティア」や次の行動を一緒に考えてみませんか。
■東日本大震災・被災地支援市民活動フォーラム 
　～近畿ろうきんNPOパートナーシップ制度
　での取り組みを通して、これからの被災地・
　避難者支援を探る～
5日（日）15時～ 17時
近畿ろうきんと近畿圏のNPO支援機関が行った被災地支
援の活動の実践報告を受けながら、今後の被災地・避難
者支援、企業・NPOとの協働のあり方などを探ります。
主催＝近畿ろうきんNPOパートナーシップ制度
協力＝近畿圏NPO支援機関

【写真展】
■東日本大震災におけるクリニクラウンの被災地特別派遣
■「みんなのアジア～わたしたちが出会ったアジア太平洋～」写真展
■「子どもたちとつくる地域の平和 ～イラク～」写真展
■「ビルマの現状」写真展

■ 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

大阪国際交流センター
大阪市天王寺区上本町8-2-6

＊プログラムの詳細に関してはホームページをご参照ください。
また、一部変更になることもあります。ご了承ください。

映画上映

みんなのキッチン（民族料理模擬店）
「食」を通して異文化理解。ごみを出さない「ディッシュ・リユー
ス・システム」や、絵文字で原材料を表示した「原材料ピクト
グラム表示」も導入。※マイ箸、マイ食器を持ってきてね！

たのしく

きっかけに

来てね！

19th.
ONE WORLD FESTIVAL

 3～5日の３日間、魅力的な建物や空間を一挙に開く「オープン台地 in OSAKA －上町台地のまちびらき－」 も別途開催！
詳細はWEBにて「オープン台地」で検索！　※専用ダイヤル：090-8166-8541（平日9時～17時半）

注目！


