
大　　会 事務局ＴＥＬ 開催日 時　間 主な内容 会　場

宮城 仙　台 022–217–4611 10/17 ㊏ 13:30 講演（NPO 萌友理事長　芳賀ヒロ子）
　　  （JIFH 東北事務所　伊東綾） 日本聖公会　仙台基督教会

千葉 柏沼南 03-3518-0781 10/24 ㊏ 14:00 講演（JIFH 田村治郎）　フェアトレード物販
現地報告（JIFH 酒井慶子）ほか みふみバブテスト教会

東京 WFD フェスティバル 03-3518-0781 10/18 ㊐ 10:00 食品、展示型ブース、ゲストパフォーマンス 葛西臨海公園

神奈川 湘　南 03-3518-0781 10/17 ㊏ 13:30 講演・現地報告（JIFH 酒井保）
落語（入船亭扇海）

茅ヶ崎市民文化会館内
レストラン「ちそう」

愛知 名古屋 052–265–7101 10/17 ㊏ 14:00 講演・現地報告（JIFH 特命大使近藤高史）
音楽（ポルタメント小牧）

名古屋文化短期大学・アッセン
ブリーホール

大阪

北大阪 072–622–5367 10/ ７㊌ 19:30 講演（JIFH 田村治郎）現地報告（JIFH 酒井保）
音楽（クワイア＆アンサンブル） 茨木キリスト福音教会

南大阪 0725–22–3585 10/17 ㊏ 14:00 講演・現地報告（JIFH 吉田知基）音楽（泉大
津市少年少女合唱団、忠岡ウインドアンサンブル） テクスピア大阪　大ホール

八尾河南 072–920–2225 10/18 ㊐ 15:00 講演（JIFH 田村治郎）
音楽（JIFH 親善大使　ナイト de ライト） 八尾市生涯学習センターかがやき

東大阪 072–964–5144 10/21 ㊌ 19:30 講演（JIFH 田村治郎）
活動報告・音楽（バルナバプロジェクト） 大阪シオン教会

京都
WFD フェスティバル 03-3518-0781 10/18 ㊐ 10:00 食品、展示型ブース、ゲストパフォーマンス 梅小路公園

京　都
洛都祭

03-3518-0781 10/ ３㊏ 未定 講演（JIFH 吉田知基）音楽（竹下静ほか） 新風館 Re-Que ホール

奈良 奈　良
ファミリーフェスタ

072–920–2225 11/ ３㊋ 14:30 現地報告（JIFH 酒井慶子）
音楽（JIFH 親善大使　小堀英郎） キリスト兄弟団　大和教会

和歌山 和歌山 073-473-0424 10/ ４㊐ 14:00 音楽（JIFH 親善大使　Manami ※予定） 和歌山シオン教会

兵庫 芦　屋 0797-31–2093 10/18 ㊐ 14:00 講演（JIFH吉田知基）現地報告（JIFH 酒井保）
音楽（芦屋福音教会等） 芦屋福音教会

広島 広　島 082–546–9036 11/ １㊐ 15:00 講演（JIFH 田村治郎）、音楽（JIFH 親善大使　
Manami、三滝グリーンチャペルゴスペルクワイヤ） 広島 YMCA 国際文化ホール

高知 須　崎 03-3518-0781
10/22 ㊍ 19:00 音楽（本田路津子コンサート　22 日のみ）

講演・現地報告（JIFH 田村治郎） 須崎市立市民文化会館
10/23 ㊎ 10:00

福岡 北九州
食品ロス削減シンポジウム

093-672-5347 10/17 ㊏ 14:00 講演（フードバンク北九州ライフアゲイン原田昌樹）
（JIFH 鶴浦弘敏）（NPO 抱僕 奥田知志）ほか COMCITY 7F 子どもの館

鹿児島 鹿児島 03-3518-0781 10/ ２㊎ 19:00 講演（JIFH田村治郎）、現地報告（JIFH 酒井保）
ゲストほか未定 サンエールかごしま

沖縄

南　部

098–943–9215

10/10 ㊏ 16:00 講演・現地報告（JIFH酒井慶子）
音楽（東江千鶴） 沖縄産業支援センター

中　部 10/11 ㊐ 16:00 講演・現地報告（JIFH酒井慶子）
音楽（東江千鶴） 嘉手納町中央公民館

久米島 10/14 ㊌ 19:00 講演・現地報告（JIFH酒井慶子）
音楽（JIFH 親善大使　Manami） 具志川農村環境改善センター

八重山 10/15 ㊍ 19:00 講演・現地報告（JIFH酒井慶子）
音楽（JIFH 親善大使　Manami） 石垣市健康福祉センター視聴覚室

北　部 10/16 ㊎ 19:00 講演・現地報告（JIFH酒井慶子）
音楽（東江千鶴） 名護市労働福祉センター

宮　古 10/17 ㊏ 16:00 講演・現地報告（JIFH酒井慶子）
音楽（JIFH 親善大使　Manami） 城辺公民館

※日程・会場など変更する可能性があります。事前に各大会事務局あるいは東京事務所までお問い合わせください。※ JIFH=日本国際飢餓対策機構

酒井　保 酒井慶子

❖酒井保 ハンズ・オブ・ラブ・フィリピン代表
1993年より人財育成、緊急支援活動要員として活
動。2008年よりフィリピンに派遣されミンドロ島に
て地域開発支援プログラムを担当、現在に至る。

❖酒井慶子 元フィリピン駐在
2008年４月よりミンドロ島で総合的な村落開発に
従事、主にスタッフトレーニング、識字教室を担当。

《JIFH親善大使》
♪Manami（歌手）〈沖縄大会ほか〉
♪小堀英郎（ピアニスト）〈奈良大会〉
♪ナイトdeライト（ロックバンド）〈八尾河南大会〉

《JIFH講演・現地報告者》
❖田村治郎 啓発総主事
❖近藤高史 特命大使
❖伊東　綾 東北事務所
❖吉田知基 広報担当
❖鶴浦弘敏 広報主任

田村治郎 吉田知基

新たに東京・京都・
和歌山大会が追加！ 2015世界食料デー大会開催日程

2015食料デーA2ポスター
請求は東京事務所まで
電話 03（3518）０７８１
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小堀英郎Manamiナイトdeライト

WFD2015「あなたの１食分の募金」にご協力ください。子どもたちの給食や教育支援等に用いさせていただきます


