お知らせ

2016年9月16日
関西ペイント株式会社

グローバルフェスタJAPAN2016に出展します！

当社（本社：大阪市中央区、代表取締役：石野 博）は、2016年10月1日（土）、
2日（日）に東京お台場にて開催されるグローバルフェスタJAPAN2016に出展しますので
お知らせいたします。
本イベントは、10万人超の来場者が見込まれる日本最大級の国際協力イベントであり、
著名人をゲストに招いたステージイベントや、出展者による活動報告やブース出展など、
楽しく分かりやすい行事を通して一般の方々に国際協力をより身近に感じてもらい、
国際協力の現状や必要性、政府とNGO・市民社会の協力などについての理解と認識を深めて
もらうこと、また国際協力への参加を促進することを目的としています。
期間中当社は、防蚊塗料や漆喰塗料等を通し実施している当社国際協力活動を紹介する
ブースを出展するほか、10月2日（土）にメインステージにて行われる国際協力トーク
セッションへ参加いたします。
－記－
■グローバルフェスタJAPAN2016
日時
場所

：
：

2016年10月1日(土)、 2日(日)
10:00 ～ 17:00
お台場センタープロムナード
（シンボルプロムナード公園内）
りんかい線「東京テレポート駅」徒歩1分、ゆりかもめ「青海駅」徒歩3分
URL ： http://www.gfjapan2016.jp
＊当社ブースは会場「イエローエリア」内、Y12番に出展予定です。

□トークセッション
日時 ： 2016年10月2日（日)
12:15 ～ 13:30
場所 ： 会場内メインステージ
テーマ： ルー大柴と国際協力をTOGETHERしよう！
セッション参加者 ： タレント
ルー大柴氏
関西ペイント国際本部副本部長
赤木 雄
当社アレスシックイキャラクター
しっくい丸
【本お知らせに関するお問合せ先】
関西ペイント株式会社 経営企画部 由良 和美
電話 06-6203-6530
FAX 06-6203-5018
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10sat..1

10sun.. 2 14:30~15:30

10 : 00 ~10 : 40

メインステージ

メインステージ

NGOトークステージ

オープニングセレモニー

「これからの国際協力を
考える」
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なんとかしなきゃ！
プロジェクトステージ

膳場 貴子 他

11: 00 ~11: 45
倉木 麻衣 他

10sun.. 2

12 : 00 ~12 : 45
撮影：アライテツヤ

10sat..1

広瀬 アリス 他

ルー大柴と
国際協力を
TOGETHERしよう！

14 : 00 ~14 : 30
メインステージ

10sun.. 2

「WONDER VISION」
公開収録

11: 00 ~12 : 00

First Step エリア

ゴールを目指せ！
サッカーチャレンジ
スペシャルタイム

＊ ナビゲーター

平井 理央
＊ ゲスト
植村 花菜

10sat..1

12 :15 ~13 : 30

メインステージ

北澤 豪

16 : 00 ~16 : 30
メインステージ

for the First Ste
p
〜 新しい

オリエンタルラジオと
楽しく学ぼう国際協力！

目 標 に 向 か って〜

10sat..1 sun.
2

Ⓒ馬場道浩

10 : 00 ~17: 00

JICA地球ひろば
10周年アニバーサリーブース

日本最大級の国際協力イベント

JAPAN

グローバルフェスタ 2016

2016.10.1sat.

2

10:00 OPEN
sun. 17:00 CLOSE

入場無料

お台場センタープロムナード（シンボルプロムナード公園内）
小雨決行

●りんかい線
「東京テレポート駅」
から徒歩１分 ●ゆりかもめ
「青海駅」
から徒歩３分 ●ゆりかもめ
「お台場海浜公園駅」
から徒歩7分

http: //www.gfjapan2016.jp

主催／グローバルフェスタJAPAN2016実行委員会
共催／外務省、独立行政法人国際協力機構（JICA）、特定非営利活動法人国際協力NGOセンター（JANIC）
後援／内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、東京都、江東区、
（一社）東京臨海副都心まちづくり協議会、
（一社）日本経済団体連合会
（一社）日本新聞協会、
（一社）日本民間放送連盟、NHK、
（公社）青年海外協力協会、J-WAVE、テレビ東京、日本国際連合協会 東京都本部

お問い合わせ

グローバルフェスタ JAPAN 2016 実行委員会事務局
協力・協賛

協力

TEL：03-3505-2235 ／ FAX：03-3585-6671 ／ E-mail：info@gfjapan2016.jp

for the First Step

〜 新しい目 標 に向 かって〜

JAPAN

グローバルフェスタ 2016
「グローバルフェスタJAPAN2016」は、国際協力活動を行う政府機関、NGO、企業などが一堂に会する国内最大級の
イベントです。出展者による展示・活動報告・各国料理のフードコーナーを始め、多数のゲストが出演するステージや
体験イベント等、
楽しく分かりやすいコンテンツを通じて、
国際協力の現状や必要性などについての理解と認識を深めて
もらうことを目的としています。
特に本年は、
開催テーマを
『for the First Step 〜新しい目標に向かって〜』
とし、
新しく
定められた SDGs（持続可能な開発目標）に掲げられた 世界を変えるための17の目標 についてご紹介します。
今自分ができる国際協力への 第一歩 を見つけ、一緒に歩み始めましょう！

10sat..1

オープニングセレモニー

グローバルフェスタJAPAN2016のオープニングを飾るステージとし
て、
出演者を代表して倉木麻衣さんと広瀬アリスさんが登場！共催者
と共に開会宣言を行います。
また事前公募にて集まった写真展の作品
の中から、
最優秀賞の表彰式を執り行います。

なんとかしなきゃ！プロジェクトステージ

11: 00 ~11: 45

国際協力に関わる団体等による
「グローバル
パフォーマンスショー」
を開催！音楽やダン
ス、
アートなどさまざまな表現、
パフォーマン
スを通して、
まだ知らない世界の国や地域の
魅力を知るきっかけにしよう！クオリティの
高いステージパフォーマンス、
お楽しみに。

12 :15 ~13 : 30

2014年3月のカンボジア訪問をきっかけに、
寺子屋を建設し、
今年2月
に開所を迎えたカンボジアに視察をした倉木麻衣さんが、
子ども達と
音楽で交流しながら現地の教育や保健の現場を訪れた様子を、
感想
と共にお伝えします。
カンボジアでの経験をもとに作詞された新曲
「STAND BY YOU」
の製作エピソードも聞けるかもしれません。

ルー大柴と国際協力を
TOGETHERしよう！
民間企業が途上国で実施している支援内容を、
ルー大柴さん
がステージで体験。
ペンキを塗ったり、
コーヒーを飲んだりと、
意外な形の国際協力を楽しく紹介！

12 : 00 ~12 : 45

「私たちにできること 広瀬アリス×ファッション」

13 : 45 ~14 :15 ＮＨＫワールド

ラジオ日本がつなぐ世界

2015年にフィリピン、
そして今年インドを訪問した広瀬アリスさんが国際協力の現場を視察
した様子を伝えるとともに、
ひとりひとりにできることを来場者の皆さんと一緒に考えます。

14 : 00 ~14 : 30

18言語で放送している
「ラジオ日本」
。
日本の
被災地へ届け続けてきた5,000通をこえるリ
スナーからのメッセージ。
そのメッセージが
きっかけで生まれたアクションなど、
ラジオを
通じてつながった人々の心とは。

公開収録
ナビゲーター＊平井 理央

ゲスト＊植村 花菜

J-WAVE（81.3FM）で 毎 週日曜日
（AM6:00-9:00）
に放 送
中の番組
「WONDER VISION」
の公開収 録を実施！未 来に
向けてもっと楽しい世の中をつくるためのアイデアや活動を
リスナーとシェアするこの番組で、
ナビゲーターとゲストとの
トークに加え、
ミニライブも予定。
お楽しみに！

15 : 00 ~15 :50

国連・援 助 機 関の 仕事、
社
会起業、
NGO、
ボランティア
など、
国際協力はさまざま
なカタチがある！学生たち
に よる 独 創 的 なアフリカ
ファッションショーとゲスト
のトークで、
国際協力の新
たな魅力を発見しよう！

国際協力ってなんだろう？
こ れ か ら世 界 は どう 変
わっていくんだろう？一緒
に考えてみませんか。
ここでしか聞けない２人
のエピソードも！ご家族み
んなでお楽しみ下さい。

First Step エリア

15 : 45 ~17: 00

第11回 UNHCR難民映画祭上映会
第11回UNHCR難民映画祭から、
難民としてオーストラリアにた
どり着いた世界の子どもたちが演劇に挑戦するドキュメンタ
リー
『ストーム・ストーリーズ〜戦禍を逃れた子どもたち』
を上映。
世界の難民について描かれた心に残る映画をお届けします。

写真展「 誰も取り残さない 世界を願って

〜 leaving no one left behind 〜」

10 : 00 ~17: 00

世界各地の開発途上国で活
躍する日本人を紹介する写
真を展 示。
NGO、
企業、
国際
機関等の活動を含めた国際
協力活動に、
写真を通して触
れ、
国際協力をより身近なも
のに感じよう！

※2日13:30 〜 15:00は除く

Ⓒ馬場道浩

サッカーのキックターゲットで、世界を変えるための17の目標
を狙うミニゲームを行います。
また2日11：00〜12：00はスペシャルタイムとして北澤豪さんが
登場！一部の参加者にはワンポイントレッスンを実施します！

10sun..2

世界各地で紛争やテロなどが発
生する中、
今、
国際協力に求めら
れていることとは？ キャスターの
膳場貴子さんと世界の現場で活
動するNGO関係 者が 一 緒に考
えます。

オリエンタルラジオと
楽しく学ぼう国際協力！

〜国際協力いろんなカタチ〜

ゴールを目指せ！サッカーチャレンジ

NGOトークステージ

14 : 30 ~15 : 30 「これからの国際協力を考える」

16 : 00 ~16 : 30

ファッション＆トークショー

10sat..1 sun.
2

10sun..2

10 : 30 ~12 : 00 グローバル
パフォーマンスショー

「私たちにできること 倉木麻衣×音楽」

撮影：アライテツヤ

目 標 に 向 か って〜

メインステージプログラム P r o g r a m

Main Stage

10 : 00 ~10 : 40

for the First Ste
p
〜 新し い

14 : 00 ~14 : 45

スタジオ・ヨギー Presents

外ヨガレッスン

秋の澄んだ空気をカラダにいっぱい取り入れる外ヨガ体験レッ
スンを、
スタジオ・ヨギーのインストラクター・フミさんの指導
で実施します。
※上記プログラムの内容は、
一部変更になる場合がございます。

フードコーナー

活動報告コーナー

世界各国の料理が楽
しめるフードコーナー
では、
50店以上の団
体が出展しています。
美味しい料理を食べ
て各国の食文化を満
喫しましょう。

各エリアに設けられている専
用テントで、
出展団体による国
際協力に関する活動の報告が
行われています。
様々な視点か
ら国際協力について学ぶこと
のできる貴重な機 会となって
います。

お台場センタープロムナード
交通
アクセス （シンボルプロムナード公園内）東京都江東区青梅1-2
●りんかい線
「東京テレポート駅」
から徒歩１分
●ゆりかもめ
「青海駅」
から徒歩３分
●ゆりかもめ
「お台場海浜公園駅」
から徒歩7分

台場駅
フジテレビ

ゆりかもめ

お台場海浜公園駅

首都高速湾岸線
ダイバーシティ
オクトーバー
フェスト
会場

東京テレポート駅

会場

りんかい線

グローバルフェスタ
JAPAN2016

ヴィナスフォート
青海駅

ゆりかもめ

