
2019 世界食料デー大会　開催スケジュール
地区 大　会 事務局ＴＥＬ 開催日 時　間 主な内容 会　場

北海道 札　幌 011-683-5523 10/26 ㊏   9:30 ９時半／農産品・水産加工品販売　13 時／講演（ハンガーゼロ
黒坂栄司）　音楽（ハンガーゼロ親善大使　ナイト de ライト） 北星学園女子中高 スミス記念講堂

宮城
多賀城 03-3518-0781 9/29 ㊐ 14:00 講演（NPO 法人いのちのパン大友幸証／ハンガー

ゼロ田村治郎）音楽（ゴン・ミン） 多賀城市文化センター 展示室

仙　台 03-3518-0781 10/19 ㊏ 13:30 講演（ハンガーゼロ伊東綾）
　　 （地域支援ネット架け橋中澤竜生） 日本聖公会　仙台基督教会

千葉 千葉北 03-3518-0781 10/5 ㊏ 10:00 講演（ハンガーゼロ鶴若仰太）現地報告（コンゴ
民主駐在ジェローム・カセバ）音楽（アルパと歌） アミュゼ柏クリスタルホール

東京 Tokyo WFD+Gospel 03-3518-0781 10/22 ㊋ 15:30
14：3 0 ロ ビー 販 売　15：3 0 現 地 報 告（FH ア ジ ア
地 域プロジェクトマネージャー アンドレア・ダンツ）
音楽（白鞘慧 海　他）※参加費要

お茶の水クリスチャンセンター 8F

神奈川 横　浜 03-3518-0781 10/12 ㊏ 13:00 展示 10：30-16：00
現地報告（ボリビア駐在小西小百合）音楽（ゴスペルコンサート） 横浜市栄公会堂

静岡 浜　松 052–265–7101 11/9 ㊏ 14:00 講演（ハンガーゼロ黒坂栄司）現地報告（ボリビア駐在
小西小百合）音楽（グレイスキッズクワイヤー・鈴木花安） 浜松ホーリネス教会

愛知 名古屋 052–265–7101 10/19 ㊏ 14:00 現地報告（FH アジア地域プロジェクトマネージャー 
アンドレア・ダンツ）音楽（ボイス・オブ・ビジョン） 南山大学

滋賀 滋　賀 077–579–3308 10/13 ㊐ 14:00 講演（FH アジア地域プロジェクトマネージャー アンドレア・ダンツ）
音楽（ニコラーズ、Zip Code 604、大津福音教会聖歌隊） 近江福音自由教会

京都 京　都 075–952–3439 11/3 ㊐ 16:00 講演（ハンガーゼロ近藤高史）　※参加費要　
現地報告・音楽（ハンガーゼロ親善大使　ナイト de ライト） 長岡福音自由教会

大阪

南大阪 0725–22–3585 ９/28 ㊏ 14:00 現地報告（ボリビア駐在小西小百合）
音楽（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

＠きりたん 06–6652–2091 10/3 ㊍ 10:40 講演（ハンガーゼロ清家弘久）　　
現地報告・音楽（ハンガーゼロ親善大使　ナイト de ライト） 大阪キリスト教短期大学

北大阪 072-635-4074 10/20 ㊐ 14:30 講演（ハンガーゼロ清家弘久）
現地報告（コンゴ民主共和国駐在ジェローム・カセバ） 茨木聖書教会

東大阪 072–964–5144 10/26 ㊏ 14:00 講演（ハンガーゼロ安達燎平）
音楽（ハンガーゼロ親善大使ソン・ソルナム） 大阪シオン教会

八尾河南 072-997-4838 11 /2 ㊏ 14:30 講演（ハンガーゼロ安達燎平）　※参加費要　
現地報告・音楽（ハンガーゼロ親善大使　ナイト de ライト） グレース宣教会グレース大聖堂

奈良
奈良北 072–920–2225 10/19 ㊏ 13:30 講演（ハンガーゼロ黒坂栄司）現地報告（コンゴ民主

共和国民主駐在ジェローム・カセバ）音楽（水野亜歴） 日本キリスト教団  奈良高畑教会

奈良南 072–920–2225 10/20 ㊐ 14:30 講演（ハンガーゼロ黒坂栄司）現地報告（ボリビア駐在
小西小百合）音楽（喜多ゆり / ファニーヴォイス） 基督兄弟団大和教会

兵庫
芦　屋 0797-31-2093 10 /6 ㊐ 14:00 講演（ハンガーゼロ清家弘久）現地報告（コンゴ民主共和国駐

在ジェローム・カセバ）音楽（県立芦屋高等学校吹奏楽部） 芦屋福音教会

宝　塚 0797-73-6076 10/19 ㊏ 14:00 講演（ハンガーゼロ近藤高史）現地報告（ボリビア駐在小西
小百合）音楽（ゴスペルクワイヤー“Grace of Heaven”） 宝塚栄光教会

高知 須　崎 03-3518-0781 11/9 ㊏ 14:00 講演（ハンガーゼロ安達燎平）
パフォーマンス ( 徳島・手話劇団） 須崎市立市民文化会館

広島 広　島 082-928-8071 10/6 ㊐ 14:30 講演（ハンガーゼロ田村治郎）　※参加費要　
現地報告・音楽（ハンガーゼロ親善大使　ナイト de ライト） 広島バプテスト教会

山口 柳　井 090–9623–1548 10/5 ㊏ 14:00 講演（ハンガーゼロ田村治郎）　※参加費要　
現地報告・音楽（ハンガーゼロ親善大使　ナイト de ライト） やないグレースチャペル

福岡 関　門 093–381–4071 10/27 ㊐ 16:00 講演・現地報告（ハンガーゼロ田村治郎）
音楽（大宮香織＝ピアニスト、シンガーソングライター） クライストコミュニティ北九州チャペル

鹿児島 鹿児島 03-3518-0781 10/26 ㊏ 14:00
現地報告（ボリビア駐在小西小百合）地元報告（フードバンク
かごしま・かごしまホームレス生活者支えあう会）
音楽（宮井紀行・ＹＭＣＡチアダンスチーム）

サンエールかごしま

沖縄

沖縄北部

098–943–9215

10/19 ㊏ 15:00 講演（ハンガーゼロ田村治郎）音楽（ハンガーゼロ
沖縄アンバサダー Saki/ ゴスペルラップ TIM-NU） 名護栄光幼稚園

沖縄中部 11/9 ㊏ 14:30 講演（ハンガーゼロ田村治郎）音楽・報告（ハンガーゼロ沖縄
アンバサダー前田進一郎）音楽（県立コザ高等学校吹奏楽部） うるま市健康福祉センター・うるみん

沖縄南部 11/10 ㊐ 14:30 講演（ハンガーゼロ田村治郎 ) 音楽・報告（ハンガーゼロ沖縄アンバサター
前田進一郎）音楽（ハンガーゼロ沖縄アンバサダー東江千鶴 /Saki） 那覇バプテスト教会

沖縄宮古 11/24 ㊐ 16:00 講演（ハンガーゼロ田村治郎）音楽（県立宮古高
等学校軽音部）呼びかけ（こども親善大使） 宮古バプテスト教会

※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。※ FH=国際飢餓対策機構

  5

アンドレア・ダンツ ［FHアジア地域プロジェクトマネージャー］
【ハンガーゼロ駐在員】
ジェローム・カセバ ［コンゴ民主共和国］
小西小百合  　　［ボリビア多民族国］
※それぞれ出演する大会は日程表でご確認ください

♪ハンガーゼロ親善大使

♪ハンガーゼロ沖縄アンバサダー

2019 世界食料デー大会  現地報告者

小西ジェロームアンドレア

ハブラシ
リサイクル
詳しくは東京事務所

！寄付で

まで

⃝ソン・ソナルム (東大阪)
⃝ナイトdeライト(札幌、京都、大阪２地区、広島、柳井）

⃝前田進一郎 (沖縄中・南部)
⃝東江千鶴 (沖縄南部)
⃝Sak i  (沖縄北・南部) 会場に回収箱設置


