
日時 場所など 備考 

１２月８日（金） 

9:30～11:00 

湘南白百合学園小学校 保護者対象 

１２月９日（土） 

13:30～15:45 

（開場 13:00） 

土曜の午後私の歌を聞いてくださいませチャリティコンサート 

「私の星の時間」 

会場：あざれあ（静岡県男女共同参画センター６階小ホール） 

http://www.azarea-navi.jp/shisetsu/access/ 

（JR 静岡駅北口より国道１号線に沿って西に徒歩７分） 

チケット：一般￥1,000 高校生以下￥300（前売りのみ） 

問い合わせ・申込み：スパイラルの会 田中宜子  

tel/fax 054-347-1085 

席に限りがありますので、必ず予約を入れてください。 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

１２月１０日（日） 

9:45～10:40 

会場：カトリック伏見教会 

http://www.catholic-fushimi-kyoto.jp/access.html 

（京阪電車「藤森」下車、東へ徒歩５分） 

 

参加費無料（当日、募金をします） 

終了後、茶話会（無料）もあります。 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

申込み：yas88@eos.ocn.ne.jp（当日参加も可） 

ミサの後となりますので、開始時間が多少前後するかもしれ

ません。 

１２月１１日（月） 

終日 

京都聖母学院小学校 生徒・保護者対象 

１２月１１日（月） 

19:00～20:30 

（18:30 受付開始） 

会場：大阪産業創造館５階 

https://www.sansokan.jp/map/ 

（地下鉄堺筋本町駅より徒歩５分） 

 

参加費無料（会場で寄付を募ります） 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

問い合わせ・申込み： taig124su@gmail.com または

facebook.com/yuto.eguma （当日参加も可） 

１２月１３日（水） 

11:00～12:30 

文教大学 湘南キャンパス 

http://www.bunkyo.ac.jp/access/shonan.htm 

（JR 茅ヶ崎駅下車、北口バスターミナルよりバス利用、文教大学行バスの

りば 1番、6番） 

参加費無料 

一般の方も参加できます。 

 

１２月１４日（木） 

11:00～12:30 

神奈川県立磯子高等学校 学生対象 

１２月１５日（金） 

13:00～16:10 

西武学園医療技術専門学校・義肢装具士科 学生対象 

http://www.azarea-navi.jp/shisetsu/access/
http://www.catholic-fushimi-kyoto.jp/access.html
https://www.sansokan.jp/map/
mailto:taig124su@gmail.com
http://www.bunkyo.ac.jp/access/shonan.htm


１２月１７日（日） 

18:00～19:30 

ワンラブ活動報告会 

会場：浜須賀らーめん一世 

https://ra-men-

isse.jimdo.com/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%

82%B9/ 

（JR 茅ヶ崎駅、鉄砲通り・平和学園並び） 

＊駐車場がないため、公共の交通機関をご利用ください。 

参加費：￥1,500（アフリカンティー＆オリジナルOne Love

クッキー付） 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

定員：先着 30 名 

問い合わせ・申込み：Facebook またはメッセンジャーで勝

亦瑞穂まで 

 

１２月１８日（月） 

11:30～11:40 

茅ケ崎市長表敬訪問  

１２月１８日（月） 

14:40～16:10 

神奈川大学 3号館 305 号室 

http://www.kanagawa-u.ac.jp/access/yokohama/ 

（東急東横線「白楽駅」または「東白楽駅」下車 徒歩 13分） 

一般の方も参加できます。 

参加費無料 

１２月１９日（火） 

16:50～18:20 

青山学院大学 

 

学生対象 

１２月２０日（水） 

17:00～18:30 

上智大学 

 

学生対象 

１２月２１日（木） 

15:00～15:40 

国際ソロプチミスト茅ケ崎 会員対象 

１２月２２日（金） 

10:40～12:10 

新潟医療福祉大学・義肢装具自立支援学科 

 

学生対象 

１２月２５日（月） 

11:00～12:30 

聖徳学園高等学校 学生対象 

１月１０日（水） 

８:30～ 

長野県山ノ内町立山ノ内中学校 生徒対象 

１月１１日（木） 

終日 

長野市立三本柳小学校 生徒・保護者対象 

https://ra-men-isse.jimdo.com/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/
https://ra-men-isse.jimdo.com/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/
https://ra-men-isse.jimdo.com/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/
http://www.kanagawa-u.ac.jp/access/yokohama/


１月１２日（金） 

15:00～17:00 

京都大学・アジアアフリカ研究科 

会場：稲盛財団記念館（京都大学川端キャンパス） 

https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/about/access 

（京阪電鉄神宮丸太町駅下車） 

参加無料 

申し込み不要 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

１月１３日（土） 

14:15～15:45 

京都府国際センター 会議室 B 

https://www.kpic.or.jp/about/access.html 

（JR 京都駅中央口下車、京都駅前メルパルク地下一階） 

参加費：￥1,000 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

１月１４日（日） 

10:40～11:10 

カトリック百合ヶ丘教会 

https://yurigaoka.info/info/17/map17.html 

（小田急線新百合ヶ丘駅または百合ヶ丘駅下車、徒歩１５分） 

 

参加費無料（当日、募金を集めます） 

ミサの後となりますので、多少開始時間が多少前後するかも

しれません。 

活動の話は 30 分ほど。 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

１月１７日（水） 

10:30～12:00 

栄光学園中学校・高等学校 学生対象 

１月１７日（水） 

18:15～19:45 

中央大学 多摩キャンパス  

１月１８日（木） 

14:50～15:40 

清泉女学院中学校高等学校 

 

学生対象 

１月１９日（金） 

13:25～14:55 

東海大学 湘南キャンパス 

http://www.u-tokai.ac.jp/about/campus/shonan/ 

小田急線東海大学前駅下車徒歩約 15分、または『秦野駅行き』『下大槻団

地行き』バス（約５分）で「東海大学北門」下車すぐ 

一般の方参加できます。 

予約不要。 

１月２０日（土） 

10:25～11:55 

東北福祉大学 国見キャンパス ３３２教室 

https://www.tfu.ac.jp/access/kunimicampus.html 

参加費無料 

一般の方も参加できます。 

１月２０日（土） 

14:40～16:10 

東北学院大学 土樋キャンパス ホーイ記念館 B1F 

http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/campusmap/tsuchitoi.html 

JR 仙台駅から徒歩約 20分、地下鉄南北線五橋駅または愛宕橋駅から徒歩

約 5 分 

参加費無料 

一般の方も参加できます。 

https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/about/access
https://www.kpic.or.jp/about/access.html
https://yurigaoka.info/info/17/map17.html
http://www.u-tokai.ac.jp/about/campus/shonan/
https://www.tfu.ac.jp/access/kunimicampus.html
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/campusmap/tsuchitoi.html


１月２１日（日） 

11:00～12:00 

 

カトリック厚木教会 

http://catholic-

atsugi.sakuraweb.com/Atsugikyoukai/Access/map.jpg 

（小田急線本厚木駅下車） 

参加費無料（当日、募金を集めます） 

ミサの後となりますので、多少開始時間が前後するかもしれ

ません。 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

１月２３日（火） 

13:00～14:30 

学習院大学 

 

学生対象 

1 月２５日（木） 

11:00～12:00 

横浜市立永田台小学校 生徒対象 

１月２６日（金） 

18:00～21:00 

松戸中央ライオンズクラブ 

 

ライオンズクラブ会員のみ 

１月２７日（土） 

11:00～14:00 

ルワンダやワンラブのお話＋ルワンダの食材を使ったランチ付き！ 

会場：茅ヶ崎市ハマミーナ 2階調理室 

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/bunka_shogai/1011661/

1011823.html 

（JR 茅ヶ崎駅下車、神奈川中央交通バス北口茅 31・茅 35、南口茅 33・

茅 37「団地中央」バス停下車すぐ） 

参加費：￥2,000 

要予約 

申込み：Facebook またはメッセンジャーで松島恵理子まで

（0538505301@jcom.home.ne.jp） 

ルワンダの食材を使ったランチの提供と共に、ルワンダやワ

ンラブのこと、そしてルワンダの食文化などについてお話し

ます。ルワンダ主食「ウガリ」は皆さんにこねていただきま

す。 

エプロン持参のこと。 

１月２８日（日） 

11:45～13:15 

カトリック吉祥寺教会 

http://www.svdtokyo.jp/map.html 

（JR 中央線・京王井の頭線吉祥寺駅南口駅ビルアトレ出口より徒歩 5分） 

参加費無料（当日、募金を集めます） 

ミサの後となりますので、多少開始時間が前後するかもしれ

ません。 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

２月３日（土） 

13:20～15:50 

大阪明星学園 

http://www.meisei.ed.jp/outline/accessmap.html 

（地下鉄 長堀鶴見緑地線「玉造駅」2 番出口：徒歩 7 分、JR 環状線「玉

造駅」北出口：南西へ徒歩 10 分、近鉄「大阪上本町駅」14 番出口：北東

へ徒歩 12 分、地下鉄谷町線「谷町六丁目駅」1番出口：東へ 12分） 

一般参加可 

参加費無料（当日、募金を集めます） 

http://catholic-atsugi.sakuraweb.com/Atsugikyoukai/Access/map.jpg
http://catholic-atsugi.sakuraweb.com/Atsugikyoukai/Access/map.jpg
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/bunka_shogai/1011661/1011823.html
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/bunka_shogai/1011661/1011823.html
mailto:0538505301@jcom.home.ne.jp
http://www.svdtokyo.jp/map.html
http://www.meisei.ed.jp/outline/accessmap.html


２月４日（日） 

11:15～12:45 

 

カトリック目黒教会 

http://www.catholicmeguro.org/chizu1.htm 

（ＪＲ山手線、目黒駅西口 

東急目黒線、東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線の目黒駅中央口徒歩約３

分） 

参加費無料（当日、募金を集めます） 

ミサの後となりますので、多少開始時間が前後するかもしれ

ません。 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

 

2 月 6 日（火） 

時間未定 

ドリーム GP 主催 

ルワンダにおけるワンラブの障害者支援活動報告会 

場所未定 

一般参加可 

参加費:未定 

 

2 月 7 日（水） 

19:00～21:00 

（開場 18:30） 

福岡市健康づくりサポートセンター 9階研修室A 

http://www.kenkou-support.jp/access/ 

 

参加費：￥1,000 

第 1 部 

「平和への思いー勤労女学生が見た戦争」 

福田光子：長野県出身。1940 年、特高警察が実兄を逮捕。

以降、一家は特高警察の監視下に置かれる。大戦末期、学徒動

員で名古屋の軍需工場へ。戦後は、女性の視点から平和や差別

なき社会の実現を訴え、女性総合雑誌「あごら」を創刊。純真

学園大学元教授。中央区九条の会副代表。 

第 2 部 

「障害者が始めた障害者支援」 

ルダシングワ（吉田）真美とガテラ・ルダシングワ・エマニュ

エル  

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

２月９日（金） 

10:00～11:00 

広島国際大学 （3号館 3 階 332教室） 

http://www.hirokoku-u.ac.jp/access/higashihiroshima/index.html 

（地下鉄「赤坂」駅で下車し、3 番出口より徒歩約 4 分） 

学生対象ですが、ご予約をいただければ一般の方も参加可能

です。 

ご予約連絡先：info@onelove-project.info 

       ルダシングワ真美 

２月１１日（日） 

 

チェアスキー後の報告会（ミニ報告会） チェアスキー参加者対象 

詳細未定 

http://www.catholicmeguro.org/chizu1.htm
http://www.kenkou-support.jp/access/
http://www.hirokoku-u.ac.jp/access/higashihiroshima/index.html
mailto:info@onelove-project.info


２月１８日（日） 

時間未定 

ワンラブ活動報告会 ＆ ルワンダお料理教室 

会場：ブラウンズフィールド ライステラスカフェ（千葉県いすみ市） 

http://brownsfield-jp.com/access/ 

（JR 外房線長者町駅、バス乗車、またはお車で） 

参加費：未定 

要予約。 

申込み： 

ルワンダの食材を使い、お料理教室を開きます。 

エプロン持参のこと。 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

２月１９日（月） 

12:00～15:00 

平和を考える茅ヶ崎市民の会実行委員会 

会場：茅ヶ崎市役所分庁舎 

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shisetsu_info/s_shiyakush

o/cityhall.html 

（JR 茅ヶ崎駅下車、徒歩５分） 

参加費無料 

① １２時〜１３時の間で３０分くらい： 

市役所１階のオープンスペースでインタビュートーク 

② １３:３０～:講演会 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

２月２０日（火） 

14:00～16:00 

（開場 13:30） 

国際ソロプチミスト静岡主催 

「大虐殺を乗り越えて！義足を作り続けて２０年」 

会場：ホテルアソシア静岡４階カトレア 

https://www.associa.com/sth/access/ 

（JR 静岡駅北口から徒歩 1 分） 

参加費：￥1,000（ケーキセット付） 

一般の方も参加できます。 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

当日、募金を集めます。 

2 月 21日（水） 

11:00～12:30 

藤沢市立明治中学校 学生・保護者対象 

2 月 22日（木） 

13:00～14:00 

株式会社ステップ 一般参加不可 

2 月 23日（金） 

時間確認中 

啓明学園 学生対象 

2 月 24日（土） 

時間未定 

ワンラブの活動報告＠ナミテテ in 新潟 

会場：アフリカンベーカリーカフェ ナミテテ 

http://www.namitete.com/access/ 

参加費：未定 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

当日、募金を集めます。 

http://brownsfield-jp.com/access/
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shisetsu_info/s_shiyakusho/cityhall.html
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shisetsu_info/s_shiyakusho/cityhall.html
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http://www.namitete.com/access/


2 月 25日（日） 

時間未定 

カトリック新潟教会 

https://map.goo.ne.jp/place/15000878164/map/ 

 

参加費無料（当日、募金を集めます） 

ミサの後となりますので、多少開始時間が前後するかもしれ

ません。 

ルワンダ小物・ワンラブ小物などの物販あります。 

2 月 26日（月） 

 

藤沢市立六会中学校 学生対象 

＊オレンジ色のものは一般の方、参加できます。 

 

https://map.goo.ne.jp/place/15000878164/map/

