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ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 

～高校生のための国際交流･国際協力 EXPO2016～  

今年のテーマは「見方が変わる！世界も変えちゃう！」 

活動紹介ブース 出展募集要項 
 

このたび、「ワン・ワールド・フェスティバル for Youth  高校生のための国際交流・国際協力 EXPO 

2016」において、関西圏の高校生チームによる活動紹介ブース出展を企画しております。日頃授業や

課外活動で行ってきた国際交流・国際協力の取り組みの成果を同じ世代の多くの高校生に紹介して

みませんか。また、ブース会場では、NGO や大学の国際協力・交流サークル、大学機関、企業など、

国際交流・国際協力関連の活動を行っている団体やＣＳＲ活動、高校生を応援する企業も出展いた

だけます。未来を担う世代同士、あるいは、ＮＧＯ、大学、企業とともにグローバル課題について考え

る機会をつくりませんか。 

 以下の通り、大会に出場する学生チーム、NGO/NPO、大学機関、企業を募集しますので、ご応募を

お待ちしています。 

                                               
１．開催日時・場所 

日    程： 2016 年 12 月 23 日（金・祝）10:00～17:00 

会    場： 大阪国際交流センター（アイハウス  大阪市天王寺区上本町８丁目２－６） 

出展場所： 2 階 会議室『さくら』  

  

２．募集対象および出展チーム数 

 募集対象：①高等学校・高校生チーム  

※小学校・中学校で出店を考えている方は、事務局までご連絡ください。 

           ②国際交流・国際協力に関わるＮＧＯ、学生サークル 

③開催の趣旨に賛同いただき、次世代の国際交流・協力活動を応援する企業、大学 

  出 展 数 ：60（予定） 

 

３．出展申し込み方法                                                   

下記 URL からエントリーシートをダウンロードいただき、2016 年 10 月 28 日（金）17：00 までに 

メール（宛先：youth_expo@kansaingo.net タイトル：ブース出展）にてお申込ください。 

★出展エントリー：http://owf-youth.com/    

出展ブース番号につきまして、12 月中旬迄に関西 NGO 協議会ユース事務局からご連絡させてい

だます。お陰様で出展ブース希望者が増加の傾向にありますが、今一度、開催の趣旨と出展ルー

ルについてご理解をいただきたく、今年は説明会を開催する予定です。 
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４．出展方法等説明会の開催     

申し込み団体には出展方法やルールの説明会を開催する予定です。出展予定団体はご参加くだ

さい。また、遠方から参加を予定している団体は必ずしも参加する必要はありませんが、事務局

までご連絡ください。  

 

５．ブース サイズ                                                     

       一団体につき、間口 180cm×奥行 90cm、 パネルの高さ 210cm です。 

1） 資料や写真を貼り付ける際、セロテープや押しピンを使用し、ガムテープなど跡が付きや

すいものを使用しないでください。パネルに直接記入したり、破損したりしないようご注意くだ

さい。   

2）長机２台（幅 45cm×長さ 180cm クロス付き）を用意します。  

4）電源が必要な場合は延長コードを持参ください。 

5）出展団体プレートは、2015 年度出展された団体分は保管しておりますので、 

こちらで用意致します。 

今年度はじめて出展される団体でプレート注文をされる場合、発注費の半額として 

2,000 円をご負担くださいますようお願いいたします。自団体で用意する場合は、 

200mm×900mm を目安に作成ください。 

 

必ずお読みください 

※ 各ブースの配置は各団体・企業、活動内容、紹介方法を配慮の上、事務局で決定します。 

※ 当日、状況により配置、変更をお願いする場合もあります。 

※ 事務局が手配した以外の机など、通路を塞ぐものの使用や持ち込みを禁止いたします。 

※ オフィシャルバックを配布しますので、他の配布袋は御遠慮ください。 

※ 個人情報を集める目的での抽選箱やアンケート回収箱の設置は御遠慮ください。 

※ 当日、担当実行委員が見回りに行きます。開催趣旨をご理解いただき、注意を守っていただけ

ない団体には退場いただく場合もありますことをご了承ください。 

 

【ブースレイアウト】  

  
 
 

                           

  

  

 

<正面から見た図>                    <上から見た図> 
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６．搬入出        

搬入について 

■持ち込みの場合 

前日（12/22）：午後 19：00 より 21：00 まで持込・設営が可能です。 

当日（12/23）：午前 9：00 から、持込・設営が可能です。                      

 ■宅配便利用の場合 

フェスティバル前日 12 月 22 日（木）必着で搬入をお願いいたします。 

 

〒543-0001 大阪市天王寺区上本町 8 丁目 2-6   Tel: 06-6773-8182 

大阪国際交流センター気付 ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 出展担当者宛 

※空欄に①「さくら」②「出展団体名」③「ワンフェス Youth：出展 No(ブース番号)」をご記載ください。 

※荷物の到着は各自で確認して下さい。 

 

搬出について  

 ■ゆうパック・宅急便利用の場合 

ゆうパック 大ホール入口ホワイエから発送 

宅急便  

    ヤマト運輸および佐川急便宅配便引き取りについては、フェスティバル中に連絡が 

必要です。  

 下記 連絡先に直接連絡をしてください。  

  

＜佐川急便深江店＞                  〒537-0001 大阪市東成区深江北２丁目７－３   

TEL 06-6974-1888 FAX 06-6974-1670  

＜ヤマト運輸谷町筋東センター＞ 〒542-0064 大阪府大阪市中央区上汐１－４－２  

TEL 0570-200-000 FAX 06-4702-2515 

 ■車利用について  

会場周辺 全面駐車禁止になっています。周辺路上での駐車堅くお断りいたします。  

車は必ず有料駐車場に入れてください。  

 

 

７．ブース展示について                                                  

 ■フェスティバルのコンセプト   

ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 高校生のための国際協力・国際交流 EXPO2016 の開催趣旨に 

沿った内容・展示や活動紹介にご協力をお願いします。  
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搬入時間 搬出時間 

搬入先住所 
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■出展団体で用意するもの   

① セロテープ、押しピン、はさみ、ホチキス OA 用紙など展示に必要なもの   

※ 机やいすなど、通路の妨げになるものの持込を禁止します。  

② 電気を使用する場合の二股ソケットや延長コード  

③ 出展団体プレート  

 ※2015 年度参加団体及び申込時に発注した団体はこちらで用意します 

 

■物品・食品の販売について  

   販売を行なう場合は販売する団体、その団体の活動内容、また販売物の生産地、誰が作っ 

たものかがわかるものを商品に添付してください。  

尚、飲料類の試飲や販売を行う場合は、カフェ・ワンワールドでの出展となります。  

  ＜販売できる物品＞手工芸品、出版物、カード、カレンダー、持ち帰り用 飲食品等  

＜販売できない物品＞その場で飲食する食品  

 

 ■当日コピーについて  

   会場内では当日コピーサービスを行いません。配布物は余裕をもってご用意ください。  

   なお、どうしても必要な場合は１F インフォーメーションセンターをご利用ください。  

 

 ■片づけについて  

 展示に際して発生したごみは持ち帰りを基本としますが、紙ごみ・段ボールは会場で 

まとめて回収し、リサイクルします。  

 搬入・搬出、配布資料、募金集め、展示物、金銭などの管理については、各団体が責任 

をもってください。  

   開催時間内にブースの片づけを行わないでください。  

   閉会の際、机や椅子、備品等については設営時の状態に戻し、整理整頓につとめてくだ 

さい。  

 

８．ブース出展料 

出展者・団体 料金 

高校生・高校 無料 

NGO/NPO、大学生サークル 1 万 1 千円 

大学機関・企業 3 万 3 千円 

      

 ※近年 PC やタブレットの持ち込みが急増し、全ブースが電源を使用できるよう努めております。 

昨年度より出展料が高くなっておりますが、電源設営費の一部をご負担いただきたく、 

何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

※出展が確定いたしましたら、追って請求書を御送付させていただきます。 
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9．【ご参考】2015 年度ブース出展の様子 

 

さくら（2 階大会議室） 10：00～17：00   

出展団体・高校 42 団体・高校・企業＋NGO 相談員ブース 

会場参加者数 2,000 人（延べ） 

 ※今年も昨年度と同じ「さくらの間」（2 階大会議室）で開催予定です。 

 

 

【概要】 

日頃授業や課外活動で行ってきた国際交

流・国際協力の取り組みの成果を、同じ世代

の多くの人に紹介する目的で実施しました。

同時に、国際協力に関わる大学生団体、

NGO、JICA、主旨に賛同して次世代を応援

する企業を含め、国際交流・国際協力関連

の活動を行っている団体にも出展していただ

き、若い世代と、すでに海外や社会で活動し

ている世代との交流も大変活気あるものとな

りました。 

 

 

【参加団体・高校】 42 団体 

大阪暁光高等学校、大阪府立佐野高等学校、大阪府立東住吉高等学校、大阪府立松原高等学校 

京都府立東稜高等学校、兵庫県立兵庫高等学校、立命館宇治中学校・高等学校、 

立命館宇治中学校・高等学校（バングラデシュ支援プロジェクト）、立命館宇治中学校・高等学校（Peco） 

京都私学フェスティバル実行委員会、東アジア青少年歴史体験キャンプ 

（公社）アジア協会アジア友の会、（公財）アジア福祉教育財団難民事業本部、（特活）AM ネット 

（公財）大阪 YMCA、（特活）オックスファム・ジャパン、（特活）CODE 海外災害援助市民センター 

（公財）神戸 YMCA、（一社）コミュニティ・４・チルドレン、シチズンシップ共育企画、D．D for Japan 

（特活）テラ・ルネッサンス、（公社）日本キリスト教海外医療協力会、（一財）日本国際飢餓対策機構 

（公財）PHD 協会、（特活）フリー・ザ・チルドレン・ジャパン、ゆるかも関西（（特活）かものはしプロジェクト） 

（特活）関西 NGO 協議会インターン 

大阪大谷大学人間社会学部、京都外国語大学・京都外国語短期大学 

学生団体 Infinite Connection、関西学院大学社会連携プロジェクト、国際協力 NGO PEPUP 

P782 プロジェクト 

 

味の素株式会社、イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社、株式会社カスタネット 

プロジェクトアブロード、株式会社ベネッセコーポレーション、株式会社 マイチケット 

 

国際協力機構 関西国際センター（JICA 関西）、なんとかしなきゃ！プロジェクト 

 

NGO 相談員ブース＊外務省委託事業 

（PHD 協会/日本国際民間協力会 NICCO） 
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■■■■■応募書類提出先・お問合せ先■■■■■■ 

特定非営利活動法人 関西 NGO 協議会 （谷川・高橋） 

〒530-0013  大阪市北区茶屋町 2-30 4 階 

TEL: 06-6377-5144  FAX: 06-6377-5148 

ウェブサイト:http://kansaingo.net/ 

MAIL :youth_expo@kansaingo.net 

（火‐土 10：00-18：00） 

 

以下のＵＲＬより、エントリーシートをダウンロードいただき、 
メール（宛先：youth_expo@kansaingo.net タイトル：ブース出展）にて 

10 月 28 日（金）17：00 までに御応募ください。 
 
 

 

http://owf-youth.com/ 

世界的な視野を持ち、社会の課題解決に向けて行動を起こす次世代の育成、高校生同士の活動のネットワ

ーク形成、若い世代と大学や NGO、国際機関とのつながりを目的として、2014 年から始まった日本で初めて

の高校生のための国際交流・国際協力 EXPO です。高校生で構成された実行委員会と高校・大学教員・NGO

職員で構成された運営委員会によって、プログラムの企画・立案とイベントの運営を担っています。 

 

高校生のための国際交流・国際協力 EXP02016  今年のテーマは 

「見方が変わる！世界も変えちゃう！」 

 

開催日： 2016 年 12 月 23 日（金・祝日）10：00～17：00  

     大阪国際交流センター（大阪市天王寺区上本町 8-2-6） 

共 催： 特定非営利活動法人 関西 NGO 協議会【事務局】 

公益財団法人 大阪国際交流センター、 

ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 運営委員会 

協 力： ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 高校生実行委員会 

参加費： 無料 

来場者： 高校生を中心に延べ 5,000 人 

対 象： 関西を中心に国際協力の分野に関心を持つ高校生（中学生、大学生、保護者、一般含） 

     国際協力 NGO、NPO、CSR 活動に取り組む企業、大学、大学サークルなど 

内 容： 高校生を対象としたセミナー・ワークショップの開催、「グローバル化」「国際協力」をテーマとしたポス

ターセッション、高校生助成コンペ大会、高校・大学・NGO・JICA・外務省・企業によるブース出展、世界の料理

が楽しめるカフェ・ワン・ワールド など 

ワンフェス for Youth 高校生のための国際交流・国際協力 EXP0 とは？ 

 


