
ギャラリー特別展も開催

みんなで創る横浜の
　　　　　「国際協力」「多文化共生」
～よこはま国際フォーラム 2015
　参加団体の取り組み～

日時：2015年1月17日（土）～2月15日（日）
会場：JICA横浜　１Fギャラリー・２Fプラザ
  ＊入場無料

＜同時開催＞
主催者企画 『写真でつづる横浜の多文化共生
～世界の人とすみやすいまちづくり～』　
多文化共生ブログ　（愛称：「共（とも）♡
ログ」）の掲載写真とコメントの一部を展示
します！  http://tabunka.janken-pon.net/

よこはま国際フォーラム 2015 参加団体
の活動写真を通じて「国際協力」「多文
化共生」についてご紹介します。

主催者：よこはま国際フォーラム 2015 プロジェクト

正式名称は、『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よこは
ま国際フォーラム 2015 プロジェクト』。
このプラットフォームの愛称は、『よこ
はま C プラット』です。横浜で国際協力
・多文化共生に取り組む様々な立場の団体
が、互いに連携をして横浜の国際協力・
多文化共生を推進することを目的にして
います。

本フォーラムを毎年 2 月に、また、10
月に『よこはま国際フェスタ』を開催
しています。「よこはま C プラット」の

「C」は、国際協力・国際交流を推進
する「５つの C」に由来しています。
　・Cooperation--------- 協力
　・Collaboration------- 共同
　・Communication---- 伝達
　・Contribution-------- 貢献
　・Creation------------ 創造

▶お問い合わせ　　よこはま国際フォーラム 2015 プロジェクト事務局
　　　　　　　　　（特活）横浜NGO連絡会
　　　

〒231-0001　横浜市中区新港 2-3-1
TEL: 045-662-6350          E-mail: info@yokohama-c-plat.org
　　　　　　　　　
　　　

< 構成団体＞
---------------------------------------------

（特活）横浜 NGO 連絡会 /JICA 横浜 /
公益財団法人横浜市国際交流協会 (YOKE)/
日本赤十字社神奈川県支部 /

（特活）教育支援協会
---------------------------------------------

よこはま国際フォーラム 2015

Yokohama International Forum 2015 

2015 年 2 月 7 日（土）・8 日（日） 11：00－19：00

みんなで創る横浜の「国際協力」「多文化共生」

＠JICA 横浜

2015 年
1 月 1 日（元旦）～ 2 月 4 日（水）

全 55 講座の魅力
国際協力・多文化共生に関わる 50 団体
が、2 月 7 日（土）・8 日（日）の 2 日
間に 55 の講座を開催します。講演会・
報告会・ワークショップなどその内容
も豊富です。また、興味のある国・地
域や活動に関する複数の講座をハシゴ
できるのも魅力です。

http://yokohama-c-forum.org

-----------------------------------------
参加費：
[ 事前申込 ] 1 日券 500 円
             　 2 日券 700 円
[ 当日券 ]    1 日券 700 円 (2 日券なし）

 ＊高校生以下、無料
 ＊障がいのある方の介助者は、1 名まで無料
-----------------------------------------

～国際協力・多文化共生に関心をもつすべての人にお勧めしたいイベント～

参加者募集
当日は、熱心な参加者で JICA 横浜は、
熱気に包まれます。詳しくは、内面の
スケジュール表をご覧ください。
この「よこはま国際フォーラム」は、
2011 年から始まり、今年が５回目。
55 講座の開催は、過去最高数です。
皆さまのご来場をお待ちいたします！

　テーマ

◆事前申込が原則です。
◆詳しくは、裏表紙の「申込方法」
　をご覧ください。

◀募集期間▶
[ 申込先 ]
▶ 往復はがきの場合
　郵送先：〒231-0001
　　　　　横浜市中区新港 2-3-1
 　（特活）横浜 NGO 連絡会　
　＊往復はがきの往信裏面に必要事項
　　（右記７項目）を記入。返信表面
　　には、「登録証」の送付先住所・ 
　　氏名を明記してください。
　＊後日、返信裏面に「登録証」を印字
　　して送付先宛に郵送します。

■参加費■

                           
    ★事前申込〆切
　2015年2月４日（水）着分まで受付
　 ＊2月5日（木）以降は受付ができません
　　  ので当日、直接会場でお申し込みください。

参加者募集
                           
       事前申込〆切：2015 年 2月 4日（水）必着

［事前申込］  1 日券：500 円　
　　　　　  2 日券：700 円

［当日申込］  1 日券：700 円
　　　　（事前申込優先／ 2 日券はありません）
* 高校生以下、無料
* 障がいのある方の介助者は、1 名まで無料
＊参加費は、フォーラム当日に受付にてお支払い
　ください。

＊可能な限り事前申し込みをお願い
　します。
＊申込は、各々の講座の席の予約では
　ありません。
＊当該講座が定員を越えた場合には、
　着席または入室ができないことも
　ありますので予めご了承ください。

■事前参加申込制■

～事前参加申し込み方法は、3 種類～
❶　オンラインフォーム  ( 推奨）
よこはま国際フォーラム 2015 ホーム
ページからオンラインフォームを使い
お申し込みください。
URL　http://yokohama-c-forum.org

❷　e-mail 
右枠内の必要項目をご記入の上、ご送付
ください。

❸　往復はがき
右枠内の必要項目をご記入の上、
ご送付ください。

[ 申込先 ]
▶ e-mail の場合 　
　送付先：< 参加申し込み専用アドレス＞
　　　　　sanka@yokohama-c-plat.org

　* 件名を必ず「よこはま国際フォーラム
　　2015 参加申込」としてください。
　⇒申込時のメールアドレス宛に「登録証」
　　を送付します。
　＊当日必ず「登録証」を会場にご持参
      ください。

[ 住所 ]　〒231-0001  横浜市中区新港 2-3-1　JICA 横浜

▶桜木町駅から：
　汽車道、ワールドポーターズ、サークルウォークを通り
　徒歩 15 分
▶関内駅北口から：
　馬車道経由でワールドポーターズ方向に徒歩 15 分
▶馬車道駅（みなとみらい線）4 番万国橋出口から：
　ワールドポーターズ方向に徒歩 8 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。

会場アクセス

よこはま国際フォーラム 2015

＊当日申込も可能ですが、来場者多数
　により入館制限をした場合は事前
　申込をされた方が優先となります。　　　　　　　　
＊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、一切
　ありません。

 　　　　【必要項目】

1. 氏名　  2. ふりがな　 3.Tel   
4. e-mail　5. 住所　
6. 必要な券種 
　　①1 日券 (2 月 7 日）
　　②1 日券 (2 月 8 日）　
      ③2 日券 (2 月 7 日、8 日）
7. 参加者区分 
　　①一般
　　②高校生以下
　＊6、7 につきましては、該当する番号を
　　ご記入ください。

● 会場内でのお食事と喫茶のご案内 ●

◆フォーラム開催中は、4F  「交流スペース」のみ食事可能です。

　　　　　　

◆3F 　港が見えるレストラン Port Terrace Cafe（ポートテラスカフェ）
　営業時間（フォーラム開催中）　
　　［ランチタイム］     11：30 ～ 14：00 頃
　　［喫茶タイム］　     14：00 ～ 17：00  
　　［ディナータイム］17：30 ～ 21：00　（ラストオーダー 20:30）　　　　　　　　　　　　   　　
　　詳しくは JICA 横浜ホームページを参照　→ http://www.jica.go.jp/yokohama/

●相談コーナー●
会場内では、国際協力・多文化共生に関する
様々な相談をお受けします。（無料）

【例えば。。。】
海外ボランティアに行きたい・国際協力の仕事をして
みたい・NGO を設立したい・国際協力イベントに関わ
りたい、週末にボランティアをしたい、スタディツアー
に参加したい、ODA について知りたい・etc
　　　　

JICA 横浜

参加申し込みは、お早めに！


