
2010年 日本APEC横 浜開催関連記念イベント
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入場無料 ・小雨決行

蒙の鼻パーク
Zo―no―hana park

鮮
●アクセス(Access)
●みなとみらい線日本大通り駅より徒歩5分

5-minute walk iom Nihon― odori Station,Minatomira:Line

●JR・横浜市営地下鉄 関内駅より徒歩15分

15-minute walk炊、m Kannai Station,JR or Municipai Subway

●主催 よこはま国際協力・国際交流プラットフォーム運営委員会
(特活)横浜NGO連 絡会/(財)横浜市国際交流協会/JICA横浜/

横浜市/AOTS横 浜研修センター/(特活)教育支援協会

●後援 (順不同)
外務省/朝 日新聞横浜総局/読 売新聞東京本社横浜支局/神 奈川新聞社/
産経新聞横浜総局/毎 日新聞社横浜支局/日 本経済新聞社横浜支局/
東京新聞横浜支局/NHK横 浜放送局/tvkくテレビ神奈り:D/
(財)横浜観光コンベンション・ビューロー/FMヨ コハマ/横 浜市教育委員会/
横浜商工会議所/ジャバンタイムズ/デ イリー・ヨミウリ/横 浜市教職員組合

●広報協 力 東京急行電鉄株式会社/横 浜高速鉄道株 式会社
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世界を体感 !
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●お問い合わせ 丁e1045-662-6350
よこはま国際協力 ・国際交流プラットフォーム運営委員会

事務局 (特活)横 浜 NGO連 絡会内

E―mall :infoOyokohama―c―platorg

URL:http://yokohama―c―platorg

Yokohama
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国際協力 ・国際交流 ・多文化共生 =在住外国人支援に関わる団体のネットワーク
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約束します、成長力。
一成長支援第一主義一

和 神奈川大学



Yokohama internationaI Festa 2010
せかい

世界各国の踊りや演奏を楽 しもう !

tよ
ろしくね !

G30へら星人ミーオ

よこはま

かいしようない

会場内はさまざまな文化が出会う場

ちきゆうかんきよう
フェスタは地 球 環 境 :こやさしい

イベントを自藉します!    
妻華

●Presentation oF activities of participating

organizations

●Booths of food ofthe world and hand― made goods

●Dance and musical performances of various

countries

●Programs to enjoy with your kids

英語

●La presentaci6n de las actividades de los

grupos participantes.

●Venta de ios p!atos del mundo y artlcu:os hechos

a manos.

●Interpretaci6n de diversos instrumentos y ba‖es

de distintos paises.

●Pro9ramas que pueden ser d:sfrutados

por padres e hijos.

スペイン語
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韓国・朝鮮語

ぶんか  で あ  ば くに りょうり あじ
いろいろな国の料理を味わつてみよう :

世界とつながる横浜のみなとかご画顔磁第 菌篠饗揺を異轄
Send the international cooperation and international exchange from the port of Yokohama connected with the world

●参
押

団体の活
黎

紹介
 ざっか

●世界の料理 ・手づくり雑貨

●いろいろな国の踊り・楽器

●子どもと上籍iこ槃じめるプログラム

●参加囲体的活動介鰯

●世界料理 ・手工制品奈貨的販羮

●各国舞晴 ・示器的演奏

●親子趣味市目

中国語

●Apresentac5o de atividades das organizac6es

participantes do evento.

1,Culin6ria do mundo todo/venda de rtesanatos.

●presentac6es de instrumentos musicais e de

dancas de diversos pa:ses

●Programa de entretenimento para toda a fami‖a.

けいさいきかく

ポルトガル語

ょこく    へんこう りょうしょう

※掲載企画やイベン トが予告な く変更されることがあります。あらか じめご了 承 ください。

Please understand that pub!ished planS and events may be altered without prior notice.
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国際協力 。国際交流をテーマにめぐります。

く会場までのアクセス>

蘊 ‐よ3はま国際現正泌崚011
世界中で様々な課題に取り組んでいる団体の話しが聴けるよ !

●日時 2011年 2月 11日 (金・祝)。12日 (土)

●会場 J!⊂A横 浜

●お問い合わせ よこはま国際協力 。国際交流プラットフォーム運営委員会

事務局 (特 活)横 浜 NGO連 絡会内 TdЮ 45-662-6350
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