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Vem“●痣●be Fach:ruk“Fi鷲尋ikan 3F(be― shi Chtr●―驚嶋 lo+omachi Sh●十enga1 4-chom

秒

参 轟 轟 轟  lZ月 2日 (日)13:0。,16800(1234即 躊 )

FREE

機写匁
媚11:11%゛

募毯 琴 ゃ 【骰頌:ニムL鳶
:T轟轟F「 T‐ 1痰

71F軍集11:裏姦γ子ら|‐
‐
1聰 l

恐仄 務 滋 ‐1鞠

ルWて,p警理雫畿
‡欝薔:ョ|1愛警動のお議会:

「警蕃9,1ビ撃νも体電
癬‐

`:詰『
」

痣壇U鬱
診螂一輔忘

ヾヽ |:::111ョ島1品島

..寧1轟

‐
n・t

'1ぶ議ご■‐存

■  鑢

ヤ`
=議 11

|  アジ,0奮素
‐

フィリピンのクリスマスサ
ング、タイの民族ダンス、
ネパールの民族ダンスでア
ジアの国へ飛んで行こう I

As,an HIslc  ‐|

主催 :アジア女性自立プロジェク トAsian Wottn's Empowernlent pFdeCt

,‐  ′
、■   ′

t●  ■■ ′
|●: 

′
′ 拍藤券

″ 737h「卜暉腱が開
=■

′   unt'麟 で寺事す
′    轟loHerv llctel

wln a ralr I「 41●

pro4df G● ●d luc“′

メ亀藝

*こ の催しは「はあ～とも、るふあんど」の助成を受けています *



鼈綽 フエアトし―ドを
・
炒
珈
知ろう‖楽し色う‖やつて群よう里

FalF+rade?Learnff EnJovJI Practtcerr

● プaグラム Pragrarn●

綿場 OPening

聞会・アジア奮性畠立ブ0ジエクトの紹介
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準イのス族ダンス、ネパーlLの民族ダンス

フイ11ビンのク11スマスソング

フエアトし―ドフア・ンシヨンシヨー

この他パフオーマンス

協力 :隠西学院大学フエアトし―ド廿―ク
`LFROM

lら :多0フエアトし―ド団体紹介

lntroductFOA Of falr trade OrcanfzatFOA`

16:00閉会 こlos′ハ9

※プログラムは前後する場合がございます。
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:フ ェアトレー ドとは? What

作り手をパー トナーとして考え、作り手の黎l益を優先して

価格を決め製品を売ります。また、生産者の生活を支え、自

立出来るように手助けするだけでなく、地球や人にやさしい

材料で製品を作ります。

アジア女性自立プロジェクト (AWEP)ではフィリピン、夕 :
イ、インドネシア、ネパールの女性たちが生産した製品を販 :

売しています。アジアの女性の手仕事の素晴らしさを是非ご :

覧ください。 (当 イベントでの販売はございません。)   意
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is fair trade? :

Emalian/er×洸ccl1 7.org

TEL/FAX 078-734-3633
NA/― _tOcl 1 7_org/awep/

〒653-0052 神戸市長田区海運町 3-3-8
たかとリコミュニティセンター内

公益財固法人兵庫県国際交流協会、公益財団法人

神戸国際協力交流センター、神戸新聞社

こうべまちづくり会館 3F
神戸市中央区元町通 4丁目2番 14号
(元町商店街 4丁目西端の南側角)

地下鉄海岸線「みなと元町駅」西 1出口から北へ 1劣
神戸高速「花隈駅J東□から南へ 3分

「西元町」東□から東へ 5分
」R・ 阪神「元町駅」西日から西へ 8分
※駐車場はありませんので、車でお越しの場合は市営

花隈駐車場 (徒歩 5分・有料)等をご利用ください。

Kobo Machizukuri Kaikan 3F
Kobe、hi Chuoko,Motomaohi Do‖ 4-2」 4
(The south Oo de ofthe western encl of Motomachi shopping mall〉

―sub″aゾ Kaにan lne1 l minl■ te nonh,westl Ex■ from Minato Vbtomachl
―K●be Kosoku:3 min south frm Hanakuma East Ex■ ,

5min e“tfrom Eatt Ext
」R/Hanshini 8 min west from MotomachiVtVestExt
Parkingi Hanakuma Parking lot(5 rnin toll)
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●イラストの協力●
大阪出身のレゲ=シンガー、エリカ'ク リムゾンさん、国内だ
けにおきまらず、海外からも楽由がリリースされ、注目を浴び
始めている。 blog〉〉〉http:〃 amebl。 」p/erikacrwson/


