
よこはま国際フォーラム 2011 スケジュール

『どうしたら、人身売買をなく
すことができるのか～国際
NGO×アーティスト×私た
ち一人ひとりの実践事例から』
　　　　　　　　　★500 円
　てのひら

　～人身売買に立ち向かう会～

『外国人市民は
国際都市よこはまに

どのように住んでいるのか』

 共生のまちづくり ネットワーク
よこはま

『砂浜の再生をめざした活動と
小学生を対象にした海苔養殖
体験学習の取り組み』

   ( 特活 ) ともに浜をつくる会

『チャリティから
ビジネスへ
～持続可能な
フェアトレードを
考える～』

JICA 横浜

『日本研究等のための
上級日本語教育とは：
　上級日本語教育機関、
アメリカ・カナダ大学
連合日本研究センターの

紹介』

アメリカ・カナダ大学連合
日本研究センター

『外国人の
子どもたちのために
私たちができること
～外国人中学生
学習支援教室の
事例から～』
公益財団法人

横浜市国際交流協会
（YOKE）

『JECK の国際交流・
支援活動の現状に

ついて』
   JICA 帰国者専門家連絡会

かながわ

『韓国の文化を
感じてみましょう

-韓国語学習者による -』

神奈川韓国教育院

『ブラウン先生が
やってきた！

レヌカの学び　隼人版』

   横浜隼人高等学校国際語科

『インドとネパールの人身
売買と少女売買春を

　　なくすために★500 円
      ラリグラス・ジャパン

『国際語エスペラントで
多様な国際交流を』

　　横浜エスペラント会

『世界の食料・農業の
現状と FAOの役割』

 国際連合食糧農業機関
（FAO）

『米軍基地と地域平和』
　　　　　　　★300 円

( 特活 )WE21 ジャパン

『ユニセフ基礎講座
「世界の子どもたちの現状と

ユニセフの支援」』
 ( 財 ) 日本ユニセフ協会

神奈川県支部

『国際人道法って
難しそうですか？』

日本赤十字社神奈川県支部

『見る！知る！フィリピン。
マニラ湾の環境問題を考える
ワークショップ』　★300 円
( 特活 ) 草の根援助運動

『ラテンアメリカの文化紹介
( 飲み物･お菓子付き）』

                                   ★300 円
ラテンアメリカ青少年の会

『朝鮮学校ってどんなとこ？
～地域の中の
外国人学校～』

神奈川朝鮮学園
オモニ会連絡会

2 月 11 日（祝・金）

2月 12 日（土）

※企画は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。

お申込み・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

〒231-0001　横浜市中区新港 2-3-1

【℡】  045-662-6350      

【E-mail】 info@yokohama-c-plat.org     

【URL】 http://yokohama-c-plat.org

アクセス

◆JR/ 地下鉄桜木町駅から

　徒歩 15 分 

◆JR 関内駅北口から

　徒歩 15 分 

◆みなとみらい線馬車道駅

　4番万国橋出口から徒歩 10 分 

※駐車場はございませんので、

　周辺の有料駐車場をご利用ください。

よこはま国際協力チャリティ
オークション『よこはま国際
協力賞第一回授与式』

　( 特活 ) 横浜 NGO連絡会

『企業とNPO/NGOとの
連携・何が必要？』
ＣＳＲシンポジウム

( 特活 ) 横浜 NGO連絡会

『いつかチベットに行きたい人
のための「チベット問題」入門』
      Students for a
      　　 Free TIBET Japan

『がんばれ
ガザの子どもたち』

(特活 ) パレスチナ
子どものキャンペーン

『国内難民の抱える問題
-言葉、加齢、疾病、

収容…』
外登法の抜本的改正を求める
神奈川キリスト者連絡会

『モンゴル育林・草原再生
　　　プロジェクト
　～緑の大地の再生へ～』

 東アジア環境協働行動よこはま

『モンゴル書道から分かる
環境問題』

モンゴル文字会

『大地震、その後のハイチ』

かながわ復興支援ネットワーク

　ハイチの会 セスラ 

『WORKCAMPが教えてくれた
こと、その後の人生。～ 2週
間からの国際ボランティア～』
　　　　　　　　　★200 円
( 特活 )NICE

（日本国際ワークキャンプセンター）

『紛争はなぜ起こるのか？
～ JICA の

平和構築支援から
考える～』

JICA 横浜

『国際人道法って
難しそうですか』

日本赤十字社神奈川県支部

『大学生の国際協力
ボランティア～タイの山の
中で過ごした１ヶ月～』
( 特活 ) 地球市民 ACT かながわ

『2010 年度
横浜 YMCA

 国際協力活動報告』

( 財 ) 横浜 YMCA

『援助する前に考えよう』
                               ★300 円

( 特活 ) 地球の木

『セネガル現地調査帰国報告
会～布カバン一つが、セネガ
ルのお母さん、日本人、セネ
ガルの子どもたちの笑顔を繋
げる！』
青年海外協力隊神奈川県OB会

『フットサルを通じて
国際交流をしよう！』

FC e-vo
( イベント・ボランティア）

『世界の飢餓と
WFPの活動紹介』

WFP 国連世界食糧計画

『あ！そんな国あるの！』

( 特活 ) シニアボランティア
経験を活かす会

『人生はチャレンジだ！』

( 特活 ) シニアボランティア
経験を活かす会

万葉倶楽部万葉倶楽部

【参加費】一般 300 円（高校生以下無料）2日間有効
　　　　 ただし★印の講座は別途資料代等がかかります。

JICA 横浜
PORT TERRACE CAFE
フォーラム開催期間限定
週替わりメニュー
(1/24 ～ 2/20)

◆例：豚肉のバジル炒め
（タイ）2/7 ～ 2/13

【申込方法】

◆以下の項目を明記の上、E-mail またはハガキでお申込みください。
　１．氏名　２．Tel　３．住所または E-mail アドレス

　４．参加希望日　①11 日　②12 日　③両日
＊申し込みを受理しましたら 1週間以内に事務局より登録証を送付させていただきます。

　お申込後 10 日を過ぎても届かない場合は事務局までご連絡ください。

　なお、2月 7日（月）以降に受理したハガキについては、お電話にて通知させていただきます。

＊当日、会場でのお申し込みも可能ですがなるべく事前にお申し込みください。

＊お預かりした個人情報は本フォーラム以外に使用することはありません
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『WORKCAMPが教えてくれた
こと、その後の人生。～ 2週
間からの国際ボランティア～』
　　　　　　　　　★200 円
( 特活 )NICE

（日本国際ワークキャンプセンター）


