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2017世界食料デー大会　開催スケジュール
大　　会 事務局ＴＥＬ 開催日 時　間 主な内容 会　場

北海道 北海道 03-3518-0781 11 月の予定 未定 講演（JIFH 木村カナ）
即売会（生産加工農家による） 調整中

宮城
仙　台 03-3518-0781 9/30 ㊏ 13:30 講演（JIFH 近藤高史）、音楽プログラム

パネルディスカッション（宮城の里親支援、こども食堂） 日本聖公会　仙台基督教会

多賀城 03-3518-0781 10/ 1 ㊐ 14:00 講演（いのちのパン昌浦泰巳／JIFH 近藤高史）
ゴスペル音楽（ワンボイス with ジョン・ルーカス） 多賀城文化センター　展示室

福島 郡　山 024–946–2721 10/ 4 ㊌ 14:00 講演（JIFH 伊東綾）
音楽（コーラス）、チャリティバザー ミューカルがくと館

千葉 千葉北 03-3518-0781 9/30 ㊏ 14:00 講演（JIFH 清家弘久） アミュゼ柏プラザ

東京 Tokyo WFD+Gospel 03-3518-0781 9/23 ㊏ 15:30 講演（JIFH 福地麻美）ゴスペル、ダンス
フードバンク、ブース出展（フェアトレードなど） お茶の水クリスチャンセンター 8F

神奈川 湘　南 03-3518-0781 10/14 ㊏ 14:00 講演（JIFH 田村治郎）音楽（ヴァイオリン） 茅ヶ崎市長谷川楽器店
Cside サロン多目的ホール

愛知 名古屋 052–265–7101 10/21 ㊏ 14:00 音楽とカンボジア訪問報告（JIFH 親善大使
ナイト de ライト） 名古屋文化短期大学・アセンブリホール

滋賀 近　江 077–579–3308 11/12 ㊐ 13:30 講演（JIFH 近藤高史）
音楽（キッズ、ゴスペルクワイア、浜岡典子） 近江福音自由教会

京都 京都長岡 075–952–3439 10/ 1 ㊐ 16:00 音楽とカンボジア訪問報告（JIFH 親善大使
ナイト de ライト） 長岡福音自由教会

大阪

＠きりたん 06–6652–2091 9/28 ㊍ 10:40 音楽とカンボジア訪問報告（JIFH 親善大使
ナイト de ライト） 大阪キリスト教短期大学

八尾河南 072-920--2225 10/ 7 ㊏ 14:00 現地報告／講演（ハンズオブラブフィリピン・エバ／酒井慶子）
音楽（キッズダンス、乾ファミリー他） 日本イエスキリスト教団 柏原教会

東大阪 072–964–5144 10/11 ㊌ 19:30 現地報告／講演（ハンズオブラブフィリピン・エバ／酒井慶子）
音楽プログラム 大阪シオン教会

南大阪 0725–22–3585 10/14 ㊏ 14:00 講演・現地報告（ハンズオブラブフィリピン・エバ・パノピオ）
音楽（CRUSH、泉大津市少年少女合唱団）絵画コンクール表彰 テクスピア大阪　大ホール

北大阪 072-696-0347 10/22 ㊐ 15:00 講演（JIFH 吉田知基）
現地報告（ハンズオブラブフィリピン酒井慶子） 高槻キリスト教会

奈良
奈良北 0742-23–7858 9/30 ㊏ 14:30 音楽とカンボジア訪問報告（JIFH 親善大使

ナイト de ライト） 奈良福音教会

奈良南
ファミリーフェスタ

072–920–2225 10/15 ㊐ 14:30 講演・現地報告（JIFH 清家弘久）
音楽（ピアノ演奏 Malico）

橿原ルーテル教会
（近畿福音ルーテル教会）

兵庫
宝　塚 0797-73-6076 10/ 8 ㊐ 14:30 講演（JIFH 清家弘久）、ミニコンサート

現地報告（ハンズオブラブフィリピン・エバ・パノピオ） 宝塚栄光教会

芦　屋 0797-31-2093 10/15 ㊐ 14:00 講演（JIFH 近藤高史）現地報告（ハンズオブラブフィリピン・エバ・
パノピオ）音楽（芦屋福音教会聖歌隊）、国際児童画展 カトリック芦屋教会

山口 関　門 082–546–9036 10/29 ㊐ 16:00 講演・現地報告（JIFH田村治郎）
音楽（Shoko Peppa） 梅光学院中学校・高等学校山田宏記念ホール

鹿児島 鹿児島 03-3518-0781 10/13 ㊎ 19:00 講演（JIFH 鶴浦弘敏）報告（YMCA 熊本、フードバンクかごし
ま、かごしまホームレス生活者を支えあう会）、ジャズ・松本圭使 サンエールかごしま

沖縄

南　部

098–943–9215

10/15 ㊐ 16:00 講演（JIFH田村治郎）
ゲスト（アイモコ） 浦添市てだこホール 市民交流室

久米島 10/16 ㊊ 19:00 講演（JIFH 田村治郎）
音楽（JIFH 親善大使　Manami） 具志川農村環境改善センター

八重山 10/17 ㊋ 19:00 講演（JIFH 田村治郎）
音楽（JIFH 親善大使　Manami） 石垣市健康福祉センター視聴覚室

宮　古 10/19 ㊍ 19:00 講演（JIFH 田村治郎）
音楽（JIFH 親善大使　Manami） 働く女性の家　ゆいみなー

北　部 10/20 ㊎ 19:00 講演（JIFH 田村治郎）
ゲスト（アイモコ） 名護市労働福祉センター

中　部 10/21 ㊏ 19:00 講演（JIFH田村治郎）
ゲスト（アイモコ） 美浜メディアステーションスタジオ

※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

❖酒井慶子／ハンズ・オブ・ラブ・フィリピン
［JIFH フィリピン駐在員］
フィリピンでコミュニティ自立開発支援に携わり６年目。
原住民の人々の識字教室、収入改善のためにビーズクラ
フト活動等に携わる。
❖エバ・パノピオ／ハンズ・オブ・ラブ・フィリピン

［ミンドロ　プログラム　マネージャー］
2010年HOLPFIに財務担当として入職。以来、財務を
担当するかたわらコミュニティを訪問、またスタッフに団
体の理念、オペレーション方法、VOC（地域変革ビジョ
ン）の教育をしている。自分の地域でもVOCを実践中。

A2サイズ（594×420㎜）
必要な方は東京事務所まで

電話 03（3518）０７８１

ポスター掲示しませんか    2017世界食料デー大会　講演・現地報告者一覧

田村治郎 清家弘久 近藤高史 吉田知基
❖田村治郎 啓発総主事 ❖吉田知基 広報ディレクター
❖清家弘久 常務理事 ❖鶴浦弘敏  広報主任
❖近藤高史 特命大使 ❖福地麻美  啓発ディレクター 
❖伊東　綾 緊急支援 ❖木村カナ  啓　　発

♪JIFH親善大使 Manami（歌手） …沖縄：久米島・八重山・宮古大会
ナイトdeライト（ロックバンド）…名古屋・＠きりたん・奈良北、京都長岡大会 Manami ナイトdeライト

支援感謝ステッカー▷


