横浜市の取組

【

親しむ 】

広報
１

ポスター
APEC 横浜開催を PR するため 、
A1 判 1,200 枚、B3 判 4,500 枚を作成し、市内公共施設等に掲出しました。また、
8 月には 、交通総量抑制周知のため 、B1 判 1,750 枚、B3 判 10,000 枚を作成し、公共交通機関等に掲出しました。

概要
横浜駅北口通路

横浜市の取組

Ｂ１判ポスター（８月改訂）

横浜駅南口通路

Ｂ３判ポスター（６月改訂）

【主な配布先・協力機関】
（50 音順）

資料

（1）公共交通機関
（社）
神奈川県バス協会、京浜急行電鉄（株）
、
相模鉄道（株）
、東海旅客鉄道（株）
、東京急行電鉄（株）
、
東日本旅客鉄道（株）
、横浜高速鉄道（株）
、
横浜新都市交通（株）
、横浜市交通局
（2）関係機関
（2010 年 APEC 横浜開催推進協議会、
区役所等）
（3）市民利用施設（地区センター等）
（4）中区・西区町内会掲示板
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横浜駅南口改札内（デジタルポスター）

APEC 2010 in YOKOHAMA

２

のぼり旗
PR用に 、のぼり旗250枚と卓上用ミニのぼり旗100枚を作成しました。のぼり旗は各区に配布するとともに、様々
なイベント等で活用しました。
また 、のぼり旗は 、企業提案型 SBIR 認定商品である「ビオネックス」
（※）
を使用して作成しました。
※ SBIR（Small Business Innovation Research：中小企業技術革新制度）

概要

横浜市の SBIR は 、市内中小企業の優れた技術力を行政運営上の技術的な課題解決に積極的に活用する仕組み
で 、市内中小企業の新技術・新製品開発の促進による「横浜経済の活性化」と技術革新による「良質な行政サービス
の提供」を併せて達成することを目的とした事業です。
※ビオネックス
石油由来の生分解性樹脂。廃棄時はコンポスト等で分解が可能な製品。

横浜市の取組

卓上用ミニのぼり旗

資料

（左上）
吉田町ジャズ＆アートフェスティバル
（平成 22 年 4月18 日 中区）
（左下）
ハローよこはま2010
（平成 22 年10月11日

中区）

043

横浜市の取組
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〜親しむ〜

APEC 横浜開催リーフレットの発行
APEC 横浜開催に向け 、APEC の概要及び横浜開催の意義を広く周知し、市民の皆様の理解を促進するためにリー
フレットを作成しました。
まず 、平成 21 年 11 月に 2010 年 APEC 横浜開催推進協議会等関係者向けのリーフレットを作成した後、平成 22
年 3 月に広く市民向けに新たなリーフレットを作成しました。このリーフレットは 、同年 6 月に増刷し 、市内小学校
6 年生から中学校 3 年生の全員に配布し 、APEC 及び APEC 参加国・地域に関する学習の機会としました。

概要

また 、平成 22 年 9 月に 、9 〜 10 月を中心に民間企業・団体等が実施する 、APEC 横浜開催記念キャンペーンに
参加いただいた企画・イベントを掲載したリーフレットを作成し 、市内各地で配布しました。

（1）APEC 横浜開催リーフレット（2010 年 APEC 横浜開催推進協議会発行）
ア

平成 21 年 11 月発行（3,000 部）
、平成 22 年 3 月増刷（8,000 部）

イ

掲載内容：APEC の概要 、横浜開催のスケジュール、国際コンベン
ション都市横浜の強み、開催の効果、開催に伴うお願い
ウ 関係機関等に配布

横浜市の取組
資料

（2）APEC 横浜開催リーフレット
ア 平成 22 年 3 月発行（10 万部）
、6 月増刷（8 万部）
イ 掲載内容：APEC 及び横浜開催の概要、市民生活との関係、開催の
効果、 横浜市の取組、開催に伴うお願い
ウ 市民 、市内小学 6 年生及び中学 1 〜 3 年生全員に配布（6 月）
（3）APEC 横浜開催リーフレット（英語版）
ア 平成 22 年 5 月発行（3,000 部）
イ 掲載内容：日本語版に同じ
ウ 国際交流ラウンジ、市民情報室 、地元住民等へ配布
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（4）APEC 横浜開催リーフレット（イベント情報追加版）
ア 平成 22 年 9 月発行（10 万部）
イ 掲載内容：APEC 横浜開催リーフレットに APEC 横浜開催記念キャン
ウ

ペーンを加えたもの
各区役所、行政サービスコーナー及び地区センター等公共施設、

概要

鉄道駅 、コンビニエンスストア等で配布
エ 西区及び中区の自治会町内会で班回覧
※ APEC 横浜開催記念キャンペーンは 74・75 ページの「APEC 横浜
開催記念キャンペーン」参照

４

APEC 地球儀ペーパークラフト

横浜市の取組

子どもに APEC 及び APEC 参加国・地域について親しんでもらうため、APEC 参加国・地域を色分けしたペーパー
クラフトを作成しました。
区民まつりなどの各区イベントで
APEC 地球儀ペーパークラフト教室
を実施し 、幅広い年代の方々に楽し
みながらご参加いただきました。
（1）作成方法
①ハサミで切り取り、②折り目
をつけ、③糊づけして組み立てる、
というステップ で、約15分で地球
儀の形（20 面体）が完成します。
（2）作成枚数
ア A4 サイズ 32,000 枚
イ A3 サイズ 2,000 枚

APEC 地球儀ペーパークラフト

資料

完成図
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〜親しむ〜

広報よこはま特別号
APEC 横浜開催について広く市民の皆様に周知を図り 、理解と協力を求めるとともに 、APEC に関連する企画・
イベントを紹介するため 、広報よこはま特別号を発行しました。
なお 、発行にあたっては 、経費節減を図れること 、より市民の皆様の関心を呼び起こしやすいと考えられること
から 、水道局総務課 、環境創造局みどりアップ推進課、建築局建築企画課と発行時期を合わせ、合同発行しました。

概要

発行：横浜市APEC・創造都市事業本部 APEC開催推進課

☎414-1161 5663-9212

※紙面中、
電話番号に
市外局番の記載がな
い場合、
市外局番は
横浜「045」です。

1
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〜地震に強い「住まい」〜

www.apec2010yokohama.com

【発 行 日】 平成２２年９月１５日（水）

ごあいさつ
横浜にとってコンベンションは重要
な 産 業 で あ り、ＡＰＥＣは、横 浜 の 国

【発行部数】 約１５８万部

いよ
いよ 近！
間
開催

際コンベンション都市としての高い能
力をアピールする絶好の機会になりま
す。さまざまな文化が融合した横浜の
魅力と、横浜のおもてなしの心を感じ
ていただけるよう、世界からお越しに
なるお客さまを、市民の皆さまと一緒

【配布方法】 各戸配布（市内全域）

に温かくお迎えしたいと思います。

11

【掲載内容】 ＡＰＥＣ横浜開催のお知らせ、開催に伴うお願い、横浜
月7

日（日

〜 14

）

日（日）

A P E C が 横 浜 で 開 催 され

市の取組、私たちの生活とＡＰＥＣ、ＡＰＥＣ横浜開催

ます！

エイペック

記念キャンペーン、ＡＰＥＣ横浜開催記念イベント、
ＡＰＥＣ

APECを楽しむ
イベント・企画は

APECとはª
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が横浜にもたらす効果

アジア太平洋地域にある21の国・地域が参加し、
この地域の経済の発展を
目指して、貿易や投資がより盛んに行われるように取り組んでいます。
ＡＰＥＣ横浜開催のお知らせ

横浜市の取組

今年11月、
ＡＰＥＣ
（アジア太平洋経済協力）首脳会議をはじめとする
さまざまな会議が横浜で開催されます。会議期間中はアメリカの大統領
や中国の国家主席、日本の総理大臣など、21の国・地域の首脳や閣僚、
経済界の代表、
テレビ・新聞関係者など約8,000人が横浜を訪れます。
●日程

市では、
ＡＰＥＣ横浜開催を成功させ、国際コンベンション
都市として次の一歩を踏み出すだけでなく、市民の皆さんが
世界を感じる機会となるよう、
【おもてなし】
【アピール】
【親しむ】
を柱として取り組みます。

11月7日(日)〜14日(日)

11/

7

8
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私たちの生活とＡＰＥＣ

9 10
11
12
13
14
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THU
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日本の貿易の多くがＡＰＥＣ参加国・地域との間で行われており、私た
ちの生活に関わる身の回りのものもＡＰＥＣ参加国・地域から多く輸入さ
れています。また、日本から多くのものがＡＰＥＣ参加国・地域に輸出され

TUE

最終高級実務者会合

閣僚会議

首脳会議

ています※。
ＡＰＥＣでは、貿易や投資がより盛んに行われるように取り組んでお

●会場 パシフィコ横浜

り、
ＡＰＥＣの活動は私たちの生活に大きな影響があると言えるでしょう。

会議開催に伴うお願い

横浜市の取組

※日本の輸入に占める、
ＡＰＥＣ参加国・地域の割合は約６割。輸出に占める割合は約７割。

公共交通機関のご利用のお願い
ＡＰＥＣ開催期間中、会場周辺では、警備に伴う大規模な交通規制に
より、周辺道路の混雑が予想されます。みなとみらい２１地区にお越しの
際は、なるべくマイカーの利用を控
え、公共交通機関をご利用いただき
ますよう、ご協力をお願いします。

衣類

ＡＰＥＣ参加国・地域から 89.1%
世界全体12,687億円
APEC参加国・地域11,307億円
主な輸入元：中国、
ベトナム、
アメリカなど

木材
ＡＰＥＣ参加国・地域から 77.4%
世界全体5,664億円
APEC参加国・地域4,387億円
主な輸入元：
カナダ、
ロシア、
アメリカなど

液化天然ガス
ＡＰＥＣ参加国・地域から 67.3%
世界全体31,403億円
APEC参加国・地域21,129億円
主な輸入元：
インドネシア、
マレーシア、
オーストラリアなど

公共交通機関をご利用ください！

不審物などを発見したら…
羊毛

テロ行為などを未然に防止するためには、皆さんのご協力が不可欠で
す。身の回りで不審物などを発見した場合は、手を触れずに、警察また
は消防までご連絡いただきますよう、ご協力をお願いします。

牛肉
ＡＰＥＣ参加国・地域から 99.9%
世界全体2,407億円
APEC参加国・地域2,404億円
主な輸入元：オーストラリア、
アメリカ、
ニュージーランドなど

ＡＰＥＣ参加国・地域から 88.4%
世界全体176億円
APEC参加国・地域156億円
主な輸入元：オーストラリア、
チャイニーズ･タイペイ、
中国など

※貿易統計（2007年）
より

このたびお届けした「広報よこはま特別号」は、
シルバー人材センターを通じて市内全世帯に配布しています。毎月１日に発行の「広報よこはま」は、
一部を除き自治会町内会を通じて配布しています。
「広報
よこはま」が届いていない場合の問い合わせ先は、
市民局広報課（☎671-2332 5661-2351）になります。

表紙

広報よこはま 特別号 平成２２年９月15日発行
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さん！
もりだく
楽しいイベント

ＡＰＥＣ横浜開催記念キャンペーン

食べる

ぱどポイントで宝探し ぐるめAPEC編
参加国・地域の飲食店などでプレ
ゼント、ぱどポイントをもらおう！

ぱど ☎212-8111

APEC 食のマリアージュ

APEC 歓迎カクテル

参加国・地域の料理・
ドリンクと 「APEC」の文字になぞらえた４種
日本の伝統食材のハーモニー。 類のカクテルを市内のバーで展開
得 190円からご提供
●9/15（水）
〜11/14（日）
場所 APEC 歓迎カクテル参加店

津多家 ☎681-6580

ＡＰＥＣ横浜開催記念イベント 〜ＡＰＥＣを通じて世界を見つけよう！〜

www.apec2010yokohama.com/campaign/

●9/1（水）
〜10/31（日）
場所 津多家 本店／鶴屋町店

APEC開催記念！ヴェトナムランチ特典つき！

ＡＰＥＣ特別宴会コース！

平日ランチタイム限定 ヴェトナム
料理代表の生春巻きを１本サービス

APEC特別メニュー飲み放題付
き3980円♪計8品【要予約】

●9/1（水）
〜9/30（木）
場所 クロスゲート3階
ニャーヴェトナム・ビアホイ

●9/1（水）
〜10/30（土）
場所 クロスゲート4階
千の庭ＨＡＮＡＲＥ

ディナータイム限定！
ＡＰＥＣスペシャルプライス！
！
本場の台湾小皿料理！ 本紙持
参の方お会計より15%OFF！
●9/1（水）
〜11/14（日）
場所 クロスゲート3階
青龍門 横浜店

アサヒビール ☎329-1225

クロスゲート ☎640-3455

クロスゲート ☎640-3255

ＡＰＥＣ開催記念
ＣＲＯＳＳ ＳＴＲＥＥＴ 土日ライブ

ＡＰＥＣ開催記念
イセザキモールラテンフェスタ
「ビッグバンドジャズアベニュー」

イセザキ・フライデー・ミニコンサート
APEC参加国名曲メドレー企画

日本の伝統文化ご紹介
「伊勢佐木 木曜寄席」

クラシック・Jポップのミニコンサ
ートに、参加国・地域関連の名曲
コーナーを設けます【入場無料】

前座又は二つ目の新進落語家
2名がAPECなどを話題に混
ぜながら毎回出演。第1木曜に
は真打も
【入場無料】
●9月〜11月
毎週木曜日
13:00〜14:00
場所
ＪＲＡエクセル
伊勢佐木１階
伊勢佐木町1･2丁目地区商店街振興組合
☎261-7535

クロスゲート ☎222-0571

ワールドフェスタ・ヨコハマ２０１０
参加国・地域ほか世界各国の衣食
住遊を山下公園で体験できます
●10/9（土）
・10（日）10:00〜17:00
場所 山下公園

ワールドフェスタ・ヨコハマ実行委員会
☎671-7423

APEC横浜開催を記念して、赤レンガ
倉庫１号館でイベントを行います。
市内各地で実施したワークショップで
撮影した市民の皆さんの笑顔の写真で作
ったフォトモザイクの展示や、国際機関・
国際交流団体による展示・出展など、楽し
める内容が盛りだくさんです。ぜひお越し
ください！
◆日時 ９月28日
（火）
〜10月３日
（日）
11:00〜17:00
◆場所

楽しむ・遊ぶ

ＡＰＥＣ開催記念 特別海外旅行
APEC参加国はどんな国？ 横浜開
催記念ソウル・上海・台湾への旅。各
3日間（11月出発）24,800円〜
●9月受付開始

日本郵船歴史博物館
コンサート in ミュージアム
参加国・地域にちなんだ楽曲をチュ
ーバやマリンバなどで演奏します

1日3組ずつ、さまざまな音楽
ジャンルのアーティストが登場

●9/18（土）、10/16（土）14:00〜16:00
場所 日本郵船歴史博物館

●毎週土・日曜日 12:50〜16:30
場所 ＣＲＯＳＳ ＳＴＲＥＥＴ

協同組合 伊勢佐木町商店街
☎261-2835

ＪＴＢ首都圏 法人営業横浜支店
☎316-4602

日本郵船歴史博物館 ☎211-1923

第11回ヨコハマみなとカーニバル
2010 〜海の上でこんにちは〜

地球がシャンティ“平和”でつながる
〜子どもたちと奏でる地球兄弟シンフォニー〜

APEC参加国の人形たち

子どもたちによる参加国・地域
の楽曲の演奏ほか
【入場無料】

シャーンティ！ 子どもたちと奏でる
地球兄弟シンフォニー【入場無料】

人形劇用の人形を中心に参加
国・地域の人形を紹介します

資料

●11/3（水）10:00〜17:00
場所 大さん橋ホール

●10/17（日）
場所 山下公園お祭り広場 石のステージ
（ディワリ・イン・ヨコハマ２０１０会場内）

●11/1（月）
〜24（水）
場所
横浜人形の家
2階多目的室

3

！
APECを楽しもう

９月から 0月を中心に横浜で楽しめる、APECにまつわる企画の数々。
９月から10月を中心に横浜で楽しめる、

各企画の詳しい内容については

●9/1（水）
〜10/31（日）
場所 ぱどポイント加盟店

広報よこはま 特別号 平成２２年９月15日発行

4組のビッグバンドがイセザキ
モールに登場します
●10/2（土）12:00〜16:30
場所 イセザキモール（3〜7丁目）路上

協同組合 伊勢佐木町商店街
☎261-2835

2010 ＡＰＥＣ開催記念
海を渡った人形たち〜青い目
の人形展が結んだ国際交流〜
日米の人形交流を人形と関連資料
で振り返り、国際交流を考えます
●9/11（土）
〜11/28（日）
場所
横浜人形の家
3階企画展示室

●8/6（金）〜11/12（金）毎週金曜日
13:00〜14:00
場所
ＪＲＡエクセル
伊勢佐木１階
伊勢佐木町1･2丁目地区商店街振興組合
☎261-7535

࢟ƖƙƲƻÂı

（10月３日のみ16:00まで）
赤レンガ倉庫１号館

よこはま国際フェスタ2010
楽しい国際協力・国際交流！ 団
体ブース、世界の料理とステージ
●10/16（土）
・17（日）10：30〜17：00
場所 象の鼻パーク

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
☎662-6350

ＡＰＥＣ横浜開催記念
「馬車道まつり」

親子で知ろう！
なるほどAPEC in市民フロア

野毛大道芸2010
オータムフェスティバル

開港横浜の歴史と文化を楽しむ
お祭り。3日には馬車や人力車も

APECクイズラリーや工作教室など、
誰でも楽しく参加できます【参加無料】

●10/31（日）
〜11/3（水）
場所 馬車道通り

●10/29（金）〜31（日） 11:00〜17:00
場所 横浜新都市ビル（そごう横浜店）９階

約25組のパフォーマーが登場。
地 元 の 子 ど も た ち が 作った
APECウェルカムフラッグも展示

ＡＰＥＣ横浜開催記念 横浜能楽堂特別普及公演 世界のみんなで楽しめる能・狂言
能楽をご覧になったことのない方や、海外の方にもわかりやすくお楽しみ
いただける演目を上演します。
この機会に本格的な日本の伝統芸能をご鑑賞ください。英語音声ガイドあ
り。3000円から。
◆演 目 能「羽衣」
（観世流）関根祥六、狂言「呼声」
（大蔵流）山本東次郎。
◆日 時 11月13日（土） 14：30開演（13：30開場）
◆場 所 横浜能楽堂
◆問合せ 横浜能楽堂 ☎２６３−３０５５

●10/2（土）
・3（日）11:00〜16:00
場所 野毛地区一帯

ＡＰＥＣが横浜にもたらす効果
ＮＰＯ法人 ヨコハマ未来地図づくり100人委員会
☎577-4388

ＡＰＥＣカナダ製アロマとハーブで大変身

ディワリ・イン・ヨコハマ2010実行委員会
☎662-1905

横浜人形の家（財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー）
☎221-2111

シーパラ SeaPEC2010

「横浜＆イセブラおもてなし
NAVI MAP」作成・配布
イセザキ＆周辺の新魅力紹介
マップ。英語併記で市民･外国
人観光対象【無料】
●8月末
発行予定
場所
イセザキ＆
周辺 他

アロマ用スプレーをご来店の
方全員に無料でプレゼント！

シーパラで生きものたちの国
際会議「SeaPEC」同時開催！

●9/1（水）
〜10/31（日）
場所 クロスゲート2階
オーグ〜アロマ・ハーブの専門店〜

●10/1（金）
〜11/14（日）
場所 横浜・八景島シーパラダイス

学ぶ

クロスゲート ☎228-7588

横浜・八景島シーパラダイス ☎788-8888

２０１０年日本ＡＰＥＣ横浜開催 巡回展
ようこそAＰＥＣ 図書館で知るアジア太平洋

第１２回日中韓国際ランドスケープ
専門家会議・国際シンポジウム

本とパネルでアジア太平洋の経
済・社会・文化などを紹介します

日本、中国、韓国の専門家によ
る造園に関する国際シンポジ
ウムなど
【入場無料】
●10/30（土）
・31（日）13：00〜17:00
場所 開港記念会館

●7/13（火）
〜11/21（日）
場所 市立18図書館

中央図書館 ☎262-7338

造園学会 ☎03-5459-0515

伊勢佐木町1･2丁目地区商店街振興組合
☎261-7535

アジア文化祭

横浜人形の家（財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー）
☎221-2111

よこはま若葉町多文化映画祭
２０１０
映 画を通じて私たちの 身 近な
「世界」を考える参加型の映画祭
●8/28（土）
〜9/5（日）
場所 シネマ・ジャック＆ベティ

エコな
取組

市民フロア会 ☎465-2611

野毛大道芸実行委員会
☎262-1234

横浜発！日本初！レジ袋でCO２削減キャンペーン
カーボンオフセット付
レジ袋でCO2の削減
事業に参加できます
●7月から

詳しい情報は
WEBサイトに掲載
WEBサイトに掲載
BQFD!!݁

検 索

www.apec2010yokohama.com
横浜若葉町多文化映画祭
☎243-9800

APEC横浜開催記念 防災講演会
「防災ジョイントイベント」

アジアの平和を考える公開講座
などさまざまな催しを実施します

APEC開催直前防災講演と消防
音楽隊のジョイント
【入場無料】

●10/9（土）
〜11/13（土）
場所 明治学院大学横浜キャンパス

●10/19（火）13:45〜16:35
場所 関内ホール 大ホール

明治学院大学 ☎863-2067

馬車道商店街 ☎641-4068

社団法人 横浜市火災予防協会
☎７１４-０９２０

小林紙工 ☎784-7033

ＡＰＥＣを学び英語でおもてなし

よこはま大学開港塾２０１０

APEC記念初回無料お試し、
受講費4回5,000円。外国人
講師に学ぶ少人数英会話
●10月〜11月 土曜日 15：00ほか
場所 イギリス館など

APECなど都市課題をテーマ
とした市民向け講座を市内大
学が連携して開催
●8/8（日）
〜12/11（土）
場所 市内１６大学など

英会話サロン
☎090-7206-5241(17時〜21時 青木)

大学・都市パートナーシップ協議会
☎671-4273

セス！
今すぐアク

ＡＰＥＣのような話題性のある会議やイベントが開催される
と、
世界の注目が横浜に集まります。横浜が世界的に知られる
ことは、
また別の会議やイベント、観光客や企業が横浜にやっ
てくることにつながり、それらがまた横浜の発展につながりま
す。横浜市は、世界規模の会議やイベントの開催により人や
情報が行き交う
「国際コンベンション※都市」を目指しています。

第4回アフリカ開発会議

首脳会議風景

や第４回アフリカ開発会議（平成20年）など、大き
これまで、
２００２Ｆ
Ｉ
ＦＡワールドカップTM（平成14年）
なコンベンションが横浜市で開催されてきましたが、世界最大級の国際会議であるＡＰＥＣが開催されるこ
とにより、
世界から選ばれる国際コンベンション都市として次の一歩を踏み出します。
※市では、
国際会議や展示会・展覧会、
スポーツ大会などのイベントをまとめて「コンベンション」
と呼んでいます。
・
・
・経済波及効果・
・
・
ＡＰＥＣ横浜開催に伴う市内への経済波及効果は、向こう5年間を含めて539〜637億円、雇用発生数は5,257〜6,271人と推
計されています。

ާǬǮ
ǟ݁
ǝǬǡ
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2010 年 AP EC 横浜開催推進協議会ウェブサイト
APEC 横浜開催に対する市民・県民の皆様への理解促進や会議関係者への滞在支援情報の提供、海外への横浜の
PR のため 、2010 年 APEC 横浜開催推進協議会でウェブサイトを運営し、情報発信を行いました。

【実施日】 平成２１年１１月７日（日）〜平成２２年１２月２８日（火）
【閲覧数】 約１２０万ページビュー

概要

【内

容】
対象

目的

掲載情報

（1）APEC の概要・APEC が横浜にもたらす効果
（1）APEC 横浜開催の理解促進
市民・県民 （2）APEC 横浜開催への協力の呼びかけ （2）開催に伴うお願い（交通総量抑制のお願いなど）
（3）学び・楽しむ機会の提供
（3）APEC 参加国・地域の文化紹介 、各種イベント情報
会議関係者

横浜滞在の支援

地図、飲食、お土産

海外

シティセールス

横浜の観光・企業誘致・コンベンション・PR 動画 など

など

など

【外国語】 英語、中国語（簡体字）
、韓国語、ポルトガル語、スペイン語の５言語

横浜市の取組

APEC 横浜開催記念キャンペーンページ（74・75 ページ参照）

資料

トップページ

横浜 PR 動画ページ〜開催都市横浜の紹介〜
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７

〜親しむ〜

その他広報
広く市民及び横浜を訪れる皆様に APEC 横浜開催を周知するため 、様々な媒体で PR を実施しました。

（1）APEC 横浜開催 PR 大使
横浜熱闘倶楽部の協力により 、横浜市内のプロスポーツチーム 3 チームに「APEC 横浜開催 PR 大使」に就任い

概要

ただき 、広報にご協力いただきました。
ア P R 大 使：横浜ベイスターズ、横浜 F・マリノス、横浜 FC
イ 就任期間：平成 22 年 8 月 4 日（水）〜 11 月 14 日（日）
ウ 活動内容：（ア）各チームの所属選手によるビデオ・ラジオメッセージでの PR、協力への呼びかけ及び「笑顔
でおもてなしプロジェクト」フォトモザイク作品への写真参加
（イ）桜木町駅前スクリーンやラジオで放送 、協議会ウェブサイトに掲載
※出演選手は 、横浜ベイスターズ：石川雄洋選手、横浜 F・マリノス：渡邉千真選手、
横浜 FC：西田剛選手
（2）桜木町駅前スクリーン
桜木町駅前スクリーンにおいて 、APEC 横浜開催を周知する映像を放映しました。
ア 放映期間：平成 22 年 4 月 24 日（土）〜 11 月 30 日（火）
イ 映
像：APEC 横浜開催のお知らせ、市民サポーター募集のお知らせ、APEC 横浜開催 PR 大使によるビデ
オメッセージ、APEC 横浜開催記念イベントのお知らせ 、APEC 横浜開催記念キャンペーンの
お知らせ、横浜市及び県警からのお願い等を組み合わせ、1週間単位で放映する映像を変更しました。

横浜市の取組
横浜ベイスターズ

横浜 F・マリノス

横浜 FC

（3）APEC 横浜開催イメージイラスト
使用に様々な制限があり手続きも必要な APEC の公式ロゴマークとは別に 、本市で独自に
「APEC 横浜開催イメージイラスト」を作成し 、全区局事業本部 、民間事業者で集中的に使用する
ことで APEC 横浜開催の広報を行いました。
他区局事業本部・民間事業者による印刷部数：約 514 万部

資料
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（4）民間媒体
ア SALUS

【発 行 日】 平成２２年８月２０日（金）
【発 行 部 数 】 約２３万部
【配布方法等】 東急線各駅等にて配布

概要

【掲載ページ】 見開き２ページ
【掲 載 内 容 】 ＡＰＥＣ横浜開催記念キャンペーン、
ＡＰＥＣ横浜開催の概要、開催の効果、
開催に伴うお願い

SALUS

イ ぱど（家庭版）

【発 行 日】 平成２２年９月３日（金）
【発 行 部 数】 約９０万部
【配布方法等】 各戸配布（市内全域）
【掲載ページ】 見開き２ページ
【掲 載 内 容】 ＡＰＥＣ横浜開催記念キャンペーン、
ＡＰＥＣ横浜開催の概要、開催の効果、

横浜市の取組

開催に伴うお願い

ぱど（家庭版）

（5）高校生向け広報
Ｈ！Ｐ（エイチピー）

【発 行 日】 平成２２年９月１７日（金）
【発 行 部 数】 約２１万部
【配布方法等】 発行元である神奈川新聞社から県内公立・
私立高校（一部を除く）へ全生徒分を配送
【掲載ページ】 ３段（１ページは８段）
【掲 載 内 容】 ＡＰＥＣ横浜開催の概要、開催の効果
※同号には、
APEC 横浜開催特集記事も
掲載され、高校生記者が APEC 開催
推進課担当職員にインタビューした
様子が紹介されました。
（1 ページ）

資料

APEC 横浜開催特集記事
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〜親しむ〜

大規模イベント等との連携
多くの市民及び横浜を訪れる皆様へＡＰＥＣ横浜開催を広く周知するため、集客力のある大規模イベント
においてＰＲを実施しました。具体的には、ＡＰＥＣに関心を持ってもらえるよう、各イベントと連携してパネ
ル、横断幕 、ポスター、のぼり旗等の掲出、ＡＰＥＣ地球儀ペーパークラフト教室の実施 、パンフレット等へ
の広告掲載などを行いました。
1

第 58 回 2010 年

横浜開港記念みなと祭

国際仮装行列

ザ

よこはまパレード

概要

【実施日】 平成２２年５月３日（月）
【会

場】 山下公園前から赤レンガ倉庫前を経由し、イセザキ・モールまでの約３㎞のコース

【主 催】 国際仮装行列実行委員会（横浜商工会議所・神奈川県・横浜市）

横浜市の取組

ガールスカウト横浜市連絡協議会

太尾小学校マーチングバンドの協力により
APECをPR

2 第 29 回 横浜開港祭
【実施日】 平成２２年５月２９日（土）
、３０日（日）
、６月２日（水）
【会

場】 臨港パーク・みなとみらい 21 地区・その他周辺地区

【主 催】 横浜開港祭協議会

資料
ペーパークラフト教室

ペーパークラフト教室
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3

サマーコンファレンス 2010

【実施日】 平成２２年７月２４日（土）・２５日（日）
【会

場】 パシフィコ横浜

【主 催】（社）日本青年会議所
【共 催】（社）横浜青年会議所
【後 援】 横浜市・経済産業省 他

概要

円形プラザ

ウェルカムボードの作成

4 アレグリア・デ・メヒコ
【実施日】 平成２２年７月２４日（土）
・ ２５日（日）
場】 横浜赤レンガ倉庫前広場

横浜市の取組

【会

【主 催】 メヒコファブロッサムプロジェクト
【後 援】 在日メキシコ大使館、
メキシコ観光局、
メキシコ農林水産省、
横浜市経済観光局 他

ペーパークラフト教室

5

左より、山田副市長、ルイス カバー
ニャス メキシコ大使、政井マヤ氏

第 25 回 神奈川新聞花火大会

【実施日】 平成２２年８月１日（日）
【会

場】 横浜みなとみらい２１

【主 催】 神奈川新聞花火

資料

大会実行委員会

当日配布用うちわ
花火

051

横浜市の取組

6

〜親しむ〜

まちづくりフォーラム 2010

【実施日】 平成２２年９月４日（土）
【会

場】 パシフィコ横浜 会議センター 円形プラザ他

【主 催】（社）横浜青年会議所
【後 援】 横浜市 他

概要
APECをテーマにした分科会を開催

7

外務省による講演

APEC 女性リーダーズネットワーク会合関連イベント

【実施日】 平成２２年９月２２日（水）
【会

場】 横浜シンポジア

【主 催】 内閣府、男女共同参画推進連携会議、横浜市、横浜商工会議所

横浜市の取組
パネルディスカッション

8

野毛大道芸

横浜メッセージを作成

2010 オータムフェスティバル

【実施日】 平成２２年１０月２日（土）
・３日（日）
【会

場】 野毛本通り、野毛坂通り、野毛柳通り 他

【主 催】 野毛大道芸実行委員会

資料
APECクイズスタンプラリー
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9

ワールドフェスタ・ヨコハマ 2010

【実施日】 平成２２年１０月９日（土）・１０日（日）
【会

場】 山下公園

【主 催】 ワールドフェスタ・ヨコハマ実行委員会

概要

山下公園

横浜市の取組

横断幕の掲出

10 よこはま国際フェスタ 2010
【実施日】 平成２２年１０月１６日（土）・１７日（日）
【会

場】 象の鼻パーク、波止場会館

【主 催】 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

象の鼻パーク

資料

APECを紹介するパネル展
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〜親しむ〜

各区イベント・各国際交流ラウンジとの連携
多くの市民及び横浜を訪れる皆様へ 、ＡＰＥＣ横浜開催を広く周知するため、各区や各国際交流ラウンジ
と連携し、18区全区における様々な既存イベントにおいてＰＲを実施しました。具体的にはパネル、横断幕 、
ポスター、のぼり旗等の掲出 、ＡＰＥＣ地球儀ペーパークラフト教室の実施 、パンフレット等への広告掲載
などを行いました。

概要

1

各区のイベントとの連携

横浜市の取組
鶴見川サマーフェスティバル（鶴見区）

APEC 横浜開催・交通安全キャンペーン（西区）

資料
ハローよこはま2010（中区）
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みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ オープン記念イベント（南区）

APEC 2010 in YOKOHAMA

概要

APEC 横浜開催に伴う防犯・防災啓発パネル展（磯子区）

APECフェスタ 2010 in 慶應（港北区）

みどり多文化フェスタ2010（緑区）

2

横浜市の取組

ほどがや区民まつり（保土ケ谷区）

各国際交流ラウンジとの連携

第5回

日韓文化交流会（港北国際交流ラウンジ）

第15 回

プラザまつり（つづきMY プラザ）

資料

金沢ラウンジフェスティバル（金沢国際交流ラウンジ）

国際児童画展（青葉国際交流ラウンジ）
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横浜市の取組

〜親しむ〜

図書館との連携
2010年日本APEC横浜開催 巡回展 ようこそAPEC 図書館で知るアジア太平洋
多くの市民及び横浜を訪れる皆様へ 、ＡＰＥＣ横浜開催を広く周知するため 、市内18 図書館における
ＡＰＥＣパネルの巡回展示でＰＲを行いました。具体的には、ＡＰＥＣに関連した本とパネルの巡回展、ポス
ター、のぼり旗等の掲出、ＡＰＥＣ地球儀ペーパークラフト、パンフレット等の配布を行いました。

【実 施 日】 平成２２年７月〜１１月

概要

【実施場所】 市内１８図書館
【展示内容】 ＡＰＥＣに関する本、アジア太平洋地域の経済協力や貿易に関する本、ＡＰＥＣ参加国・地域の社会や
文化に関する本、APEC について紹介したパネルなどを展示

横浜市の取組

APEC 参加国・地域に関する本の展示

APEC について紹介したパネルなどの展示

【 2010 年
図書館名

資料
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日本 APEC 横浜開催

展示期間

巡回展示スケジュール】
図書館名

展示期間

神奈川図書館

7 /13（火）〜 7 /27（火）

戸塚図書館

10/ 6 （水）〜 10/19（火）

鶴見図書館

7 /28（水）〜 8 / 1 （日）

山内図書館

10/13（水）〜 10/27（水）

都筑図書館

8 / 3（火）〜 8 /15（日）

港北図書館

10/13（水）〜 10/31（日）

栄図書館

8 / 4（水）〜 8 /18（水）

磯子図書館

10/15（金）〜 10/24（日）

緑図書館

9 / 1（水）〜 9 /15（水）

旭図書館

10/18（月）〜 10/31（日）

保土ケ谷図書館

9 / 4（土）〜 9 /19（日）

中図書館

10/20（水）〜 11/14（日）

金沢図書館

9 / 9（木）〜 9 /23（木）

港南図書館

10/26（火）〜 11/ 3 （水）

南図書館

9 /18（土）〜 10/ 4 （月）

瀬谷図書館

10/30（土）〜 11/14（日）

泉図書館

10/ 1（金）〜 10/14（木）

中央図書館

11/ 9 （火）〜 11/21（日）

APEC 2010 in YOKOHAMA

コラム

1

開催１年前セレモニ ー

概要

２０１０年 日 本ＡＰＥＣ首 脳 会 議 開 催 ま で
ちょうど１年前となる節目の日に、市民の歓迎
機運を盛り上げるため、開催１年前セレモニーを
実施しました。
【実 施 日】平成２１年１１月１３日（金）
１１: ００〜１１: ２５
【実施場所】横浜市役所前ＪＲ関内駅側広場
【主

催】２０１０年ＡＰＥＣ横浜開催推進協議会

【内

容】

（1）横浜市消防音楽隊によるオープニング
（2）関係者挨拶
林

文子 協議会会長（市長）

川口 正寿 協議会副会長
（横浜市会議長）
田辺 靖雄 外務省経済局審議官
新美

潤 経済産業省大臣官房審議官

カウントダウンボード除幕式

（3）カウントダウンボード除幕式

2

横浜市の取組

コラム

キックオフセミナー

２０１０年ＡＰＥＣ横浜開催推進協議会関係
者及び地元経済界関係者を対象に、ＡＰＥＣへの
理解を深める取組として、キックオフセミナーを
開催しました。
【実 施 日】平成２２年１月１９日（火）
１５: ００〜１６: ３０
【実施場所】ロイヤルホールヨコハマ
【主

催】２０１０年ＡＰＥＣ横浜開催推進協議会

【内

容】

（1）挨 拶
協議会会長（市長）

資料

林 文子

（2）講演（テーマ：
「経済外交とAPEC 開催の意義」等）
ア 引原 毅 外務省大臣官房
日本 APEC 準備事務局長

林 文子 協議会会長（市長）
による挨拶

イ 塩田 誠 経済産業省大臣官房審議官
（国際地域政策担当）
（3）2009 年シンガポール APEC の開催状況報告
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横浜市の取組

〜親しむ〜

「ＡＰＥＣ横浜開催記念イベント
〜ＡＰＥＣを通じて世界を見つけよう！〜」の開催
11月のＡＰＥＣ横浜開催に向け、市民の皆様がＡＰＥＣ及びＡＰＥＣ参加国・地域について学び、親しむ
きっかけとなるよう実施しました。
【実 施 日】 平成２２年９月２８日（火）
〜１０月３日（日）
【実施場所】 横浜赤レンガ倉庫 1 号館

概要

【主

催】 横浜市

【共

催】 横浜市教育委員会、２０１０年ＡＰＥＣ横浜開催推進協議会

【後

援】 外務省、経済産業省、財務省

【来場者数】 約４, ５００名
【展示内容】
（1）
「笑顔でおもてなしプロジェクト」
おもてなし作品の披露
ア

おもてなし作品制作ワークショップで撮影した「笑顔」の写真で作った 、21 の APEC 参加国・地域の景勝地
フォトモザイクの展示（45,000 枚の写真を使用）

イ おもてなし作品制作ワークショップで市民参加により作成した APEC ウェルカム・ボード（10 枚）の展示
ウ 地球儀型フォトモザイク（高さ 1.5 ｍ）
の展示
（2）APEC 参加国・地域の大使館 、国際機関による出展・展示
ア
イ
ウ
エ

パネル、民芸品等の展示
パンフレットの配布
特産物等の販売
各機関の紹介 、APEC 参加国・地域での活動の紹介

横浜市の取組

（3）ボーイスカウト、ガールスカウト、国際ボーイスカウト第１団による出展
APEC 参加国・地域への海外派遣や日常活動の紹介・日本におけるスカウトの歴史の紹介
（4）APEC 参加国・地域紹介パネルの展示
「つづきＭＹプラザ」
（国際交流ラウンジ）の市民ボランティアとスタッフが作成した「APEC 参加国・地域紹介
パネル」（22 枚）の展示
（5）
「小学生と APEC 参加国・地域の出身者等との交流」
パネル展示
6 〜 7 月に 、APEC 参加国・地域の出身者等が市内小学校（20 校）を訪問し 、小学生が APEC 参加国・地域に
ついて学んだ様子を紹介したパネル（11 枚）の展示（68 ページ参照）
※ 10月 2 日（土）には、
「 市内小学生と APEC 参加国・地域出身者等による交流」学習成果発表会を実施しました。
（68 ページ参照）
（6）
「21 の大きな絵本」
ロードクショー ※ 10 月 2 日 ( 土 )、3 日 ( 日 ) のみ
中学生 、高校生が APEC 参加国・地域の昔話を題材にした大きな絵本を紙芝居形式で披露（ 70・71 ページ参照）

資料
フォトモザイクの中から自分の写真を探す来場者たち
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APECウェルカムボードの展示

APEC 2010 in YOKOHAMA

概要

地球儀フォトモザイク

横浜市の取組

地球儀フォトモザイクに見入る子どもたち

APEC 横浜開催記念イベント会場図（横浜赤レンガ倉庫 1 号館２階）

資料

国際機関（韓国、パプアニューギニア、米国）
チリ
中国
中国香港
21か国・地域の
メキシコ
景勝地フォトモザイク
ニュージーランド
横浜カントリー＆
アスレチッククラブ
横浜税関
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横浜市の取組

〜親しむ〜

概要
ブルネイのブース

インドネシアのブース

フィリピンのブース

シンガポールのブース

ベトナムのブース

横浜市の取組

オーストラリアのブース

資料
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APEC 2010 in YOKOHAMA

概要

日本ボーイスカウト神奈川連盟による展示

ガールスカウト横浜市連絡協議会による展示

国際ボーイスカウト第1団による展示

国際機関による展示

APEC 参加国・地域紹介パネル

横浜市の取組

各国・地域の紹介パネル

資料

061

横浜市の取組

〜親しむ〜

ＡＰＥＣ開催記念シンポジウム
〜女性の社会進出が支える持続可能な発展〜
ＡＰＥＣ横浜開催を記念し、
「女性の社会進出が支える持続可能な発展」をテーマとしたシンポジウムを本
市主催で開催しました。前年 7月の地球温暖化や気候変動 、食料をテーマとした国際機関との共同シンポジ
ウムに引き続き、今回はＡＰＥＣの重要なテーマである「女性の社会進出」をキーワードに、日本を代表する
女性リーダーからのメッセージや米国やインドネシアの事例を交え、ディスカッションを展開しました。
【実 施 日】 平成２２年１１月１１日（木）
、１４：００〜１６：３０

概要

【会

場 】 日産グローバル本社内 日産ホール

【主

催 】 横浜市

【後

援 】 内閣府、外務省、経済産業省

【参加人数】 ６５０名（内訳：大学生３５０名、市民２００名、APEC Voices of the Future ※ 100名）
※２１の APEC 参加国・地域から選抜され、APEC リーダーズウィークの交流事業に
参加する青少年
【内

容】（1）林文子 市長 オープニングスピーチ
（2）ヒラリー・クリントン米国国務長官 ビデオメッセージ
（3）パネルディスカッション
モデレーター：参議院議員 川口順子氏
パ ネ リスト：
（株）ベネッセホールディングス取締役副社長 内永ゆか子氏
駐日米国特命全権大使夫人 スーザン・ルース氏
CITYNET 事務局事業部長 ベルナディア・イラワティ・チャンドラデウィ氏
日産自動車（株）執行役員 星野朝子氏
市長 林文子

横浜市の取組
資料
シンポジウム会場の様子
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APEC 2010 in YOKOHAMA

概要

林市長オープニングスピーチ

横浜市の取組

クリントン米国国務長官ビデオメッセージ

モデレーター

川口順子氏

資料

パネリスト

左から、内永氏 、ルース氏 、ベルナディア氏 、星野氏 、林市長
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横浜市の取組

〜親しむ〜

次世代を担う若者との交流
１

市内小学生と APEC 参加国・地域の出身者等との交流
APEC 横浜開催の機会を捉え、APEC 参加国・地域の出身者等が市内小学校を訪問し、横浜の小学生と交流しました。
この交流を通じ 、次世代を担う小学生が APEC 参加国・地域の歴史や文化などに関心を持ち、世界に目を向ける
きっかけになることを目指し 、実施しました。

【実 施 日】 ６月〜７月（追加交流：９月）

【実施場所】 市内各小学校（追加交流：ＡＰＥＣ開催推進課）

概要

【参加人数】 １，
８８４名（３年生〜６年生）
（1）参加小学校：21 校
（2）訪問者の出身国・地域：14 の 国・地域
（3）交流内容：各訪問者が 、文化 、歴史 、言語、音楽、料理、演劇、格闘技などを紹介
（4）訪問者紹介団体：横浜市国際学生会館 、港南国際交流ラウンジ、金沢国際交流ラウンジ、港北国際交流ラウンジ、
青葉国際交流ラウンジ、つづき MY プラザ、横浜市立大学、米・加大学連合日本研究センター、シティ
ネット ( アジア太平洋都市間協力ネットワーク）など。 ※詳しくは、67 ページの「実績一覧」参照

横浜市の取組

6月23 日

八景小学校

タイの国技「ムエタイ」
を体験

6月28日 港北小学校 米国の遊び「命令ゲーム」
を体験

6月30 日 高田東小学校 中国の文化を紹介

7月1日 洋光台第三小学校 フィリピンの挨拶を紹介

7月2日 上星川小学校 中国の数の数え方を紹介

資料

6月22日 金沢小学校 ベトナムの伝統的な服「アオザイ」
の紹介
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概要

ペルーの民族音楽の演奏

7月 6 日

杉田小学校

7月 6 日

能見台小学校

ハングル文字の紹介

7月8 日

東俣野小学校

7月 8 日

小田小学校

ハングル文字で自己紹介

7月8 日

竹山小学校

7月 9 日

上星川小学校

中国の地方劇「越劇」の衣装を試着

チャイニーズ・タイペイの文化を紹介

韓国の伝統の遊び「鶏相撲」を体験

資料

汐見台小学校

横浜市の取組

7月5日

インドネシアの正装を試着

7月12日

本町小学校

インドネシアの踊りを体験
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横浜市の取組

〜親しむ〜

概要
7月13 日

笹野台小学校

横浜市の取組

7月13 日

太尾小学校

7月14日 鶴ケ峯小学校 オーストラリアの有名な動物の紹介

7月14日

新石川小学校

7月15日

7月16 日

仏向小学校

カナダの歌と踊りを体験

9月28 日

間門小学校

中国の文化を紹介

森東小学校

シンガポールのカレーを紹介

ロシアの文化を紹介

児童からブルネイについて質問

ペルーの文化を紹介

資料
7月22日 綱島小学校 童謡「ふるさと」
を韓国語で合唱
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概要

9月29 日

間門小学校

韓国の文化を紹介

9月30 日

間門小学校

ペルーのクイズに挑戦

（5）実績一覧
日付
6/22( 火 )
6/23( 水 )
6/28( 月)
6/30( 水 )
7/ 1 ( 木 )
7/ 2 ( 金 )
7/ 5 ( 月)
7/ 6 ( 火 )
7/ 8 ( 木 )
7/ 8 ( 木 )
7/ 8 ( 木 )
7/ 9 ( 金 )
7/12 ( 月 )
7/13( 火 )
7/13( 火 )
7/14( 水 )
7/14( 水 )
7/15( 木 )
7/16( 金 )
7/22( 木 )
9/28( 火 )
9/29( 水 )
9/30( 木 )

交流国・地域
ベトナム
タイ
米国
中国
フィリピン
中国
ペルー
中国
韓国
チャイニーズ・タイペイ
韓国
韓国
インドネシア
インドネシア
シンガポール
ブルネイ
オーストラリア
ペルー
ロシア
カナダ
韓国
中国
韓国
ペルー

参加人数
81名
130 名
126 名
126 名
98 名
35 名
82 名
99 名
109 名
60 名
132 名
51名
35 名
88 名
99 名
124 名
30 名
147 名
38 名
53 名
35 名
35 名
36 名
35 名

訪問者紹介団体
横浜市立大学
金沢国際交流ラウンジ
日本研究センター
港北国際交流ラウンジ
港北国際交流ラウンジ
横浜市国際学生会館
つづきMY プラザ
青葉国際交流ラウンジ
港北国際交流ラウンジ
横浜市国際学生会館
金沢国際交流ラウンジ
横浜市国際学生会館
つづきMY プラザ
港南国際交流ラウンジ
シティネット
シティネット
シティネット
横浜市
横浜市
シティネット
港北国際交流ラウンジ
なか国際交流ラウンジ
横浜市国際学生会館
金沢国際交流ラウンジ

横浜市の取組

7/ 6 ( 火 )

小学校（区）
金沢小学校 ( 金沢区 )
八景小学校 ( 金沢区 )
港北小学校 ( 港北区 )
高田東小学校 ( 港北区 )
洋光台第三小学校（磯子区）
上星川小学校（保土ケ谷区）
汐見台小学校（磯子区）
杉田小学校（磯子区）
能見台小学校（金沢区）
東俣野小学校（戸塚区）
小田小学校（金沢区）
竹山小学校（緑区）
上星川小学校（保土ケ谷区）
本町小学校（中区）
笹野台小学校（旭区）
太尾小学校（港北区）
鶴ケ峯小学校（旭区）
新石川小学校（青葉区）
森東小学校（磯子区）
仏向小学校（保土ケ谷区）
綱島小学校（港北区）
間門小学校（中区）
間門小学校（中区）
間門小学校（中区）

ア 交流結果
それぞれの交流の場において 、児童の関心はとても高く、各国・地域の文化について小学生ならではのたく
さんのユニークな質問が飛び交うなどとても良い交流となりました。

資料

イ 交流した小学生の感想
「初めて
（ ペルーの ）演奏を聴いたが 、南米の音楽に興味をもった」
「
（中国の）女性用の衣装を着ることができて楽しかった。また機会があれば着てみたい」
「ブルネイの風景の写真を見て 、キレイだった。素晴らしい国だと感じた」
「ベトナムの文化が分かって楽しかった。今度ベトナムに行って春巻きを食べてみたい」
「回し蹴りがかっこいい。
（タイは）力強い国だと思った」
「（韓国の）ハングル文字の仕組みが面白かった。ちゃんと習ってみたい」
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〜親しむ〜

2 「市内小学生と APEC 参加国・地域出身者等による交流」学習成果発表会
10 月 2 日（土）には 、横浜赤レンガ倉庫にて開催された「APEC 横浜開催記念イベント」において、交流を行った
21 校中 3 校による学習成果発表会を実施しました。
本取組を次年度以降にも生かしていくため 、実際に参加した児童の皆様に対し、アンケートを実施しました。

概要
上星川小学校の発表

横浜市の取組
鶴ケ峯小学校の発表

資料
「市内小学生と APEC 参加国・地域出身者等による交流」パネル展
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新石川小学校の発表

APEC 2010 in YOKOHAMA

（1）アンケート結果（回答数：1,658 名）

5％ 1％
ア

交流授業は楽しかったですか？

■ とても楽しかった 50％（825 名）

概要

50％
50

44
44％

■ まあまあ楽しかった 44％（726 名）
■ あまり楽しくなかった 5％（85 名）
■ 無回答 1％（22 名）

1％
9％

イ 交流授業をまたやってみたいですか？

30
30％

60％
60

■
■
■
■

ぜひやってみたい 3 0 ％（4 9 8 名）
チャンスがあったらやってみたい 6 0 ％（1 ,0 0 3 名）
あまりやりたくない 9 ％（1 4 1 名）
無回答 1 ％（1 6 名）

横浜市の取組

ウ どんなことが楽しかったですか？（複数回答可）

0％
1％ 1％
15
15％

20
20％

3％
12
12％
19
19％
9％
7％

13
13％

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

他の国の言葉を学べて楽しかった 20％（863 名）
他の国の遊びを学べて楽しかった 19％（790 名）
他の国の食べ物を学べて楽しかった 13％（567 名）
他の国の踊りを学べて楽しかった 7％（301 名）
他の国の音楽を学べて楽しかった 9％（381 名）
他の国の人としゃべれて楽しかった 12％（496 名）
他の国の民族衣装を着れて楽しかった 3％（114 名）
日本と他の国の小学校の違いを学べて楽しかった 15％（615 名）
何も楽しくなかった 1％（56 名）
その他 0％（7 名）
無回答 1％（24 名）

（2）主な自由意見

「いろいろな国の出身者が集まって 、
文化の違いについて話し合いたい。
」

「その国の料理やお菓子を作ってみたい 、食べてみたい」
「その国の食生活の違いを知りたい」
「その国の食べ方や礼儀を知りたい」
「その国の小学校にいきたい 、授業をうけたい」
「その国の植物を知りたい 、育てたい」
「その国のきまりや法律などが知りたい 、比べてみたい」
「その国の問題や世界との関わりについて学びたい」
「APEC の国についてインタビューしたものを
発表したい」

資料

「その国の子どもたちと遊びたい 、交流したい」
「その国ではどのような生活をしているか知りたい」
「その国の小学校との違いを学びたい」
「その国の人に日本の文化 、遊びを教えたい 、
日本のことを伝えたい」
「その国の習慣などについてお互いに話し合ってみたい」
「英語をおぼえて他の国の人としゃべってみたい」
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3

〜親しむ〜

中学生・高校生による「 21の大きな絵本ロードクショー」
市立みなと総合高校が中心となり 、市内中高校生が APEC 横浜開催記念イベントにおいて、朗読会「21 の大きな
絵本 ロードクショー」を実施しました。2 日間合わせて延べ約 2,000 名にご来場いただき、お子さんから年配の方
まで多くの方に楽しんでいただきました。
絵本の制作においては、大使館を通じて入手した原作本が英語版だったため生徒自らが翻訳作業にあたるなど、参
加した生徒が様々な経験を積む機会ともなりました。

概要

また 、朗読会と併せて APEC 参加国・地域のお菓子を集めたセットを 1 袋 500 円で販売し 、好評を得ました。
このセットには 、高校生が作成した「APEC すごろく」
も付録として入っていました。

【実 施 日】 平成２２年１０月２日（土）
・３日（日）
【実施場所】 横浜赤レンガ倉庫 1 号館 ＡＰＥＣ横浜開催記念イベント会場
【主

催】 ＡＰＥＣ２１の大きな絵本プロジェクト実行委員会（市立みなと総合高校内）

【来場者数】 約２,０００名
【内

容】（1）APEC 参加国・地域ごとに１話（教訓が含まれる昔話を選定）
（2）両日とも 11 話ずつ披露（日本の昔話のみ両日披露）
（3）１話約１０分、５名程度で披露
（4）朗読には、市内中高生約６０名が参加
〈朗読校〉
市立みなと総合高校／市立南高校／市立横浜商業高校／市立港中学校
県立三浦臨海高校／高木学園女子高校／横浜中華学院／横浜山手中華学校
（5）絵本サイズ：Ａ１判、各話１０ページ程度

横浜市の取組

（6）絵本の作成には、市内の高校生や卒業生、大学生など約７０名が参加

国・地域

資料
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おはなし

オーストラリア

ポスおばあちゃんの魔法

ブルネイ

アリの話

カナダ

ムースの大だいこ

チリ

心臓のない怪物サラマル

中国

お百姓さんとえんま様

中国香港

穴なしレンコン

インドネシア

おんしらずのトラ

日本

古屋のムル

韓国

トケビの知恵

マレーシア

小屋の老人

メキシコ

トウモロコシドロボウ

ニュージーランド

マウイの仕事

パプアニューギニア

亀と島

ペルー

ふしぎなサンダル

フィリピン

インガの果実

ロシア

七人のセミョーン

シンガポール

怪力バダン

チャイニーズ・タイペイ

七人兄弟

タイ

さるの生きギモ

米国

ふしぎな家来たち

ベトナム

ふしぎな胡弓

APEC 2010 in YOKOHAMA

概要

朗読の様子

満席の会場

横浜市の取組

熱心に聞き入る子どもたち

資料

お菓子のセットを販売

お菓子のセットに入っていた APEC すごろく
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４

〜親しむ〜

よこはま大学開港塾 2010
よこはま大学開港塾の中で設定された「APEC 横浜開催関連 環太平洋地域を考える」というテーマに沿って、
13 の市内大学が主催者となり、講演会やシンポジウムを実施しました。
※大学開港塾 2010とは大学が連携し、未来を切り拓く市民の皆様一人ひとりの英知をサポートする講座です。

【実 施 日】 平成２２年８月８日（日）
〜１１月２９日（月）

概要

【実施場所】 市内各大学、横浜市中央図書館 他
【主

催】 各参加大学 （共催：大学・都市パートナーシップ協議会）

開催一覧
日 付
8 ／ 8 （日）

主催大学

会場

テーマ
アカデミックコンソーシアム・国際シンポジウム
『持続可能な都市の創造をめざして−大学の新たな役割−』

横浜市立大学

パシフィコ横浜

10 ／ 2 （土）

神奈川大学

学内

グローバル化時代の東アジア

10 ／ 9 （土）

関東学院大学

開港記念会館

東アジア共同体の可能性と問題点
−横浜からの発信−

教育文化
ホール

環太平洋地域の環境問題から
−人と自然との持続可能な共生を考える−

10 ／ 11（月・祝） 星槎大学

横浜市の取組

10 ／ 16（土）

LEC 東京
リーガルマインド大学

中央図書館

APEC 横浜の開催を機に、
環太平洋地域を多面的な見地から見直そう!!

10 ／23（土）

桐蔭横浜大学

中央図書館

APEC とインド、そして日本の役割

10 ／28（木）

関東学院大学

学内

国際交流と大学
−元留学生の話を聞いて考える−

10 ／30（土）

横浜商科大学

学内

アジアの観光ビッグバン

11 ／ 6 （土）

SBI 大学院大学

学内

中国経済への入門

11 ／ 8 （月）

明治学院大学

学内

防災のグローバルな取組
−地球温暖化 、自然災害へ官民協力−

11 ／20（土）

カリタス女子短期大学

学内

多文化共生を語る
−ケベックから見た日本・日本から見たケベック−

11 ／23（火・祝） 八洲学園大学

中央図書館

超大国アメリカの「内なるグローバル化」と
連邦・州・自治体による財政的防衛−APEC をうけて−

11 ／ 29（月）

開港記念会館

環太平洋の海洋問題

横浜国立大学

資料
「持続可能な都市の創造をめざして
8 月 8 日 横浜市立大学
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ー大学の新たな役割ー」

「APEC とインド、そして日本の役割」
10 月 23 日 桐蔭横浜大学

APEC 2010 in YOKOHAMA

コラム

1

中国香港の行政長官が資源循環局旭工場等に来場

概要

ドナル
ドナルド・ツァン中国香港 行政長官が、資源
循環局旭工場並びに余熱利用施設である横浜
市旭プール及び老人福祉センター横浜市福寿荘
を視察しました。
【実 施 日】 平成２２年１１月１２日（金）
【視 察 先】（1）資源循環局旭工場
（2）横浜市旭プール
（3）老人福祉センター 横浜市福寿荘
【参加人数】 中国香港特別行政区
ドナルド・ツァン行政長官夫妻一行
（計 25 名）

資源循環局旭工場

横浜市の取組

旭プール

コラム

2

福寿荘

ペルー大統領が日本人ペルー移住１００周年記念像「リマちゃん」訪問

ペル
ペルーのアラン・ガルシア大統領が、APEC
会議会場に隣接する臨港パークにある、日本人
のペルー移住100 周年記念像「リマちゃん」を
訪れました。
資料

【実 施 日】 平成２２年１１月１４日（日）
【訪 問 先】 臨港パーク内

リマちゃん像と記念撮影
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〜親しむ〜

APEC横浜開催記念キャンペーン

概要

2010 年ＡＰＥＣ横浜開催を直前に控えた９月・１０月、ＡＰＥＣ横浜開催を民間と連携して盛り上げる
ため、企業や団体等などからＡＰＥＣに関連する企画やイベントを募集し、一体的に広報しました。
本キャンペーンには 、企 業や団 体 等から 44 事 業 が 参 加し、
「食べる」
（特 別メニュー、歓 迎 カクテル
など）、
「楽しむ・遊ぶ」
（イベント、企画展、コンサートなど）
、
「学ぶ」
（シンポジウム、講演会、文化祭、
巡回展など）
、「エコな取組」
（カーボンオフセット付レジ袋）のジャンル（内容）がありました（75 ページ
「キャンペーン応募事業一覧」参照）。
横浜市は、本キャンペーンに参加した事業を、様々な媒
体を活用し、一体的な広報を行いました（具体的な媒体
は、広報よこはま特別号、リーフレット、雑誌 、ウェブサ
イトなど）
。

【実 施 日】平成２２年９月・１０月 ※一部１１月まで実施
【実施場所】市内各所

横浜市の取組

ウェブサイトでキャンペーンに参加した事業を紹介

資料
リーフレットで
キャンペーンに
参加した事業を紹介
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キャンペーン応募事業一覧
事業者名
津多家

APEC 食のマリアージュ

津多家

アサヒビール

APEC 歓迎カクテル

APEC 歓迎カクテル参加店

クロスゲート

APEC 開催記念！

クロスゲート

ぐるめ APEC 編

APEC 特別宴会コース！

ヴェトナムランチ特典つき！

横浜西口本店・横浜鶴屋町店

クロスゲート 3 階
ニャーヴェトナム・ビアホイ
クロスゲート 4 階
千の庭 HANARE

ディナータイム限定！

ワールドフェスタ・ヨコハマ実行委員会

ワールドフェスタ・ヨコハマ 2010

山下公園
クロスゲート３階
T.G.I friday's

株式会社 WDI Japan
ハードロックカフェ本部

アメリカの雰囲気満載！ APEC 開催記念
スペシャルオフ
ハードロックカフェ横浜店限定
APEC 横浜開催記念キャンペーン

吉田町 Bars'St.

COCKTAIL with APEC JAPAN 2010

JTB 首都圏法人営業横浜支店

APEC 開催記念

日本郵船歴史博物館

日本郵船歴史博物館コンサート in ミュージアム

協同組合 伊勢佐木町商店街
協同組合 伊勢佐木町商店街
伊勢佐木町 1･2 丁目
地区商店街振興組合
伊勢佐木町 1･2 丁目
地区商店街振興組合
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
NPO 法人 ヨコハマ未来地図づくり 100 人委員会

クロスゲート３階

青龍門 横浜店

ハードロックカフェ横浜店
吉田町にある Bar27 店舗

特別海外旅行

APEC 開催記念 CROSS STREET
土日ライブ
APEC 開催記念イセザキモールラテンフェスタ
「ビッグバンドジャズアベニュー」
イセザキ・フライデー・ミニコンサート
APEC 参加国名曲メドレー企画
日本の伝統文化ご紹介「伊勢佐木

木曜寄席」

よこはま国際フェスタ 2010

日本郵船歴史博物館
CROSS STREET
イセザキモール（３〜７丁目）路上
JRA エクセル伊勢佐木１階
JRA エクセル伊勢佐木１階
象の鼻パーク

楽しむ・遊ぶ︵

第 11 回ヨコハマみなとカーニバル 2010
〜海の上でこんにちは〜
地球がシャンティ “ 平和 ” でつながる
〜子どもたちと奏でる地球兄弟シンフォニー〜
2010 APEC 横浜開催記念 海を渡った人形たち
〜青い目の人形が結んだ国際交流〜

大さん橋ホール
山下公園お祭り広場石のステージ
横浜人形の家３階企画展示室

APEC 参加国の人形たち

横浜人形の家２階多目的室

馬車道商店街

APEC 横浜開催記念「馬車道まつり」

馬車道通り

市民フロア会

親子で知ろう！

横浜新都市ビル（そごう横浜店）
９階

なるほど APEC in 市民フロア

事業︶

野毛大道芸実行委員会

野毛大道芸 2010 オータムフェスティバル

野毛地区一帯

クロスゲート

APEC

クロスゲート２階
オーグ〜アロマ・ハーブの専門店〜

横浜・八景島シーパラダイス
伊勢佐木町 1･2 丁目地区商店街振興組合

カナダ製アロマとハーブで大変身

シーパラ SeaPEC2010
「横浜＆イセブラおもてなし NAVI

横浜・八景島シーパラダイス
MAP」作成・配布

イセザキ＆周辺

他

横浜若葉町多文化映画祭

よこはま若葉町多文化映画祭 2010

ベロタクシーヨコハマ

APEC キャンペーン！ベロタクシー割引き

ベロタクシー乗り場

art gallery, on the wind

APEC 開催記念

art gallery, on the wind
みなとみらいランドマークホール

シルク博物館

APEC 特別企画
日本の伝統衣装きものの試着体験

シルク博物館

一般社団法人 YOKOHAMA GOODS 001

ようこそ APEC 横濱

ヨコハマグッズ認定ショップ

横浜みなとみらいホール

APEC 開催記念 オルガン・１ドルコンサート
〜愛溢れる Lucy の響き〜

横浜みなとみらいホール

財団法人 日本ユニセフ協会 神奈川県支部

第４回ユニセフのつどい

横浜市開港記念会館

シネマ・ジャック＆ベティ

アジアの華展〜色遊び

特定非営利活動法人 ナイス・ヨコハマ

ハマチャリで遊ぶ APEC 横浜開催記念キャンペーン

レンタサイクルステーション

財団法人

APEC 横浜開催記念協力イベント
永瀬もも ワンコインコンサート

クロスパティオ

横浜市緑の協会

学ぶ︵６事業︶

中央図書館
造園学会
明治学院大学
社団法人 横浜市火災予防協会
英会話サロン

エコな
取組︵ １︶

（事務局）大学・都市パートナーシップ協議会
小林紙工

クロスパティオ

第７回ラテンビート映画祭
2010 年日本 APEC 横浜開催 巡回展
ようこそ APEC 図書館で知るアジア太平洋
第 12 回日中韓国際ランドスケープ
専門家会議・国際シンポジウム
アジア文化祭
APEC 横浜開催記念 防災講演会
「防災ジョイントイベント」

グリーンスポット

横浜ブルク 13

資料

LBFF 実行委員会

横浜市の取組

ディワリ・イン・ヨコハマ 2010 実行委員会
横浜人形の家
( 財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー )
横浜人形の家
( 財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー )

APEC スペシャルプライス !!

ぱどポイント加盟店

クロスゲート

クロスゲート

27

場所

ぱどポイントで宝探し

概要

食べる︵ 事業︶

10

企画名

ぱど

市立 18 図書館
横浜市開港記念会館
明治学院大学横浜キャンパス
関内ホール

大ホール

APEC を学び英語でおもてなし

イギリス館など

よこはま大学開港塾 2010

市内 16 大学など

横浜発！ 日本初！
レジ袋で Co 2 削減キャンペーン
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横浜市の取組

〜親しむ〜

アフターイベント
ＡＰＥＣ横浜開催において、実際にどのようなことが行われていたのか市民の皆様が知る機会を設け、
ＡＰＥＣについての理解を深めてもらうため、報告会および写真パネルの展示などを行いました。

１

2010 年日本 APEC 横浜開催

報告会

外務省・経済産業省・横浜市それぞれから報告を行いました。また、リーダーズウィーク期間中の状況や市及び

概要

協議会の取組を紹介する写真パネルを展示しました。

【実 施 日】 平成２２年１２月１７日（金）
【実施場所】 横浜シンポジア
【主

催】 横浜市、２０１０年ＡＰＥＣ横浜開催推進協議会

横浜市の取組
経済産業省中尾通商政策局国際経済課長（前外務省日本 APEC
準備事務局長補）による報告

報告会

写真パネルの展示

資料

外務省引原官房長 補佐（前外務省日本 APEC 準備事務局長）
による報告

076

会場内の様子

APEC 2010 in YOKOHAMA

２

APEC 横浜開催記念 ＹＳＦ2010（ＹＳＦ：Yokohama Student Forum の略）
「森林破壊」をテーマとして開催された高校生による国際会議で、基調講演では 、参加者全員に「横浜ビジョン
（首脳宣言）
」が配布され 、APEC 横浜開催について、更に、APEC の議題の一つでもあった「森林破壊」について、
紹介されました。
また、リーダーズウィーク期間中の状況や市および協議会の取組を紹介する写真パネルを展示しました。

【主

概要

【実 施 日】 平成２２年１２月１８日（土）

【実施場所】 横浜シンポジア

催】 横浜市、横浜市立横浜商業高等学校

YSF 会場内の様子

グループディスカッション

グループディスカッション

横浜市の取組

基調講演 Dr.K.N. Ninan 氏（東京大学客員教授）

３

2010 年日本 APEC 横浜開催

写真パネル展

リーダーズウィーク期間中の状況や市及び協議会の取組を紹介する写真パネルを展示しました。

【実 施 日】 平成２３年１月４日
（火）〜 １８日
（火） 【実施場所】 市庁舎１階市民広間
【主

催】 横浜市

資料

市庁舎 1 階市民広間

市庁舎 1 階市民広間
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横浜市の取組

〜親しむ〜

ＡＰＥＣ横浜開催関連イベント一覧
※★は「APEC・創造都市事業本部」の後援名義を承諾
※☆は「2010 年 APEC 横浜開催推進協議会」の後援名義を承諾

開催日・期間
7 /23

概要
平成21年

横浜市の取組
平成22年

イベント名
米国大使館共催シンポジウム

10/31・11/1

tvk 秋の収穫祭

10/10・11

ワールドフェスタ・ヨコハマ 2009

11/13

2010 年日本 APEC 横浜開催１年前セレモニー

11/24

YCVB 会員の集い

11/29

第 29 回横浜マラソン大会

12/ 1 〜 2010/2/28

横濱ブリリアントウェイ

12/ 7

横浜発表会

12/ 8・9

第19 回国際ミーティング・エキスポ

12/12

横浜開港150 周年記念コンサート

1/5

経済７団体年頭祝賀会

1/ 15

新春横浜スポーツ人の集い

1 /19

2010 年日本 APEC 横浜キックオフセミナー

2/3〜5

テクニカルショウ

2/6

tvk 大豆収獲祭

2/6

下水道職員健康駅伝大会

2 /27

横浜市商店街連合会コンサート

3 /14

プラザまつり（つづき MY プラザ ）☆

3 /20

セントパトリックデー・パレード

3 /27

臨港道路本牧出口ランプ開通式典

3 /28

南区さくらまつりカラオケ大会

4 / 3・4

桜まつり（青葉区）

4 /11

チューリップ祭り（青葉区）

4 /14 〜 17

インフラストラクチャ アジア 2010

4 /16

上大岡再開発地区オープニングセレモニー

4 /17・18

ヨコハマ大道芸

ヨコハマ

2010

4 /17・18
（17日 雨天中止） 吉田町ジャズ＆アートフェスティバル

資料

4 /24

根岸フレンドシップデー

4 /24・25

野毛大道芸

4 /29

かながわ湊フェスタ

5/3

第 58 回 2010 年横浜開港記念みなと祭

5 / 2・3

帆船日本丸 80 周年フェスティバル

5 /15

三ッ池公園（文化・環境）フェスティバル

5 /15

ほどがや花フェスタ2010

5 /26

078

国際仮装行列

ザよこはまパレード

「国際理解教室」 フィリピン・ビコールの文化を紹介（港北国際交流ラウンジ）

5 /29・30

明治学院大学戸塚まつり

5 /29・30、6/2

第 29 回

6/2

開港記念式典

横浜開港祭

APEC 2010 in YOKOHAMA

開催日・期間
6 / 5・6

2010 tvk「秋じゃないけど収穫祭」

6 / 5・6

市民創発・環境行動フォーラム 2010

6/6

ウォーク・ザ・ワールド ☆

6 /12

第19 回ふれあい ザ いずみ

6 /12

料理で国際交流

6 /18 〜 7/2

SBI 大学院大学ビジネス中国語入門講座〜夏編〜 ☆

6 /26・27

ツイスターズ 2010 in 横浜

6 /28

APEC 横浜開催記念

貿易記念日シンポジウム ☆

７月〜

横浜発！

レジ袋で CO2 削減キャンペーン

7/5

一人ひとりの交流から広がる国際協力（金沢国際交流ラウンジ）

7 /10

ボランティアオリエンテーション交流会（港南国際交流ラウンジ）

7 /13 〜 11/21

日本 APEC 横浜開催巡回展 ようこそAPEC 図書館で知るアジア太平洋

軽スポーツ大会

日本料理（金沢国際交流ラウンジ）

日本初！

横浜港花火ショー 横浜スパークリングトワイライト
おもてなし作品制作ワークショップ（横浜赤レンガ倉庫）

7 /24・25

第 35 回南まつり

7 /24・25

サマーコンファレンス 2010 ☆

7 /24・25

アレグリア・デ・メヒコ

7 /24・25

おもてなし作品制作ワークショップ（サマーコンファレンス 2010 内）

7 /25

山下会子どもフェスタ 2010

7 /26

中国語で楽しく遊ぼう（港北国際交流ラウンジ）
APEC 横浜開催 学生のための関連企画
（つづき MY プラザ）☆

横浜市の取組

7 /18
7 /19

7 /26・27、８/14

概要

平成22年

イベント名

自分の目で見て写真で表現する講座

横浜英語村
ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド2010

7 /31

おもてなし作品制作ワークショップ（ウィング上大岡）

8/1

'10 旭ジャズまつり

8/1

第 25 回神奈川新聞花火大会

8/1

消防フェア

8 / 5・6

よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト

8 / 6 〜 11/12

イセザキ・フライデー・ミニコンサート APEC 参加国名曲メドレー企画

8/7

虫の音を聞く会

8/7

おもてなし作品制作ワークショップ（よこはま動物園ズーラシア）

8 / 7・8

オーロラモール ECOフェア

8 / 8 〜 12/11

横浜大学開港塾 2010

8 /10

2010 道路ふれあいフェスタ

8 /14

おもてなし作品制作ワークショップ（日本丸メモリアルパーク）

8 /16 〜 25

大通り公園第２回納涼ガーデンまつり

8 /17・18

APEC 開催に向けたアジア太平洋の自治体による国際ワークショップ ☆

8 /18

APEC 開催に伴う警察展

資料

7 /27 〜 30
7 /30・31
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横浜市の取組

〜親しむ〜

開催日・期間

概要
横浜市の取組

平成22年

8 /19

第13 回 CITYNET 日本フォーラム ☆

8 /20・21

第３回みなとみらい大盆踊り

8 /21

鶴見川サマーフェスティバル

8 /21

おもてなし作品制作ワークショップ（戸塚駅東口ペデストリアンデッキ）

8 /22

おもてなし作品制作ワークショップ（青葉台東急スクエア south-1）

8 /23 〜 27

APEC パネル展（磯子区役所）

8 /25

APEC 横浜開催記念 多文化共生講演会

8 /28

第 36 回金沢まつり花火大会

8 /28

おもてなし作品制作ワークショップ（横浜・八景島シーパラダイス）

8 /28・29

横浜防災フェア2010

8 /28 〜 9/5

よこはま若葉町多文化映画祭 2010

8 /29

横浜Ｆ・マリノス港北サンクスマッチ

8 /31

おもてなし作品制作ワークショップ（市庁舎市民広間）

９月受付開始

APEC 開催記念

毎週土日（9月〜 10月）

APEC 開催記念 CROSS STREET 土日ライブ

９月〜 11/11

日本の伝統文化ご紹介「伊勢佐木

特別海外旅行

木曜寄席」

9 / 1 〜 9 /30

APEC 開催記念！ ヴェトナムランチ特典つき！

9 / 1 〜 10/30

APEC 特別宴会コース！

9 / 1 〜 10/31

APEC 食のマリアージュ

9 / 1 〜 10/31

ぱどポイントで宝探し ぐるめ APEC 編

9 / 1 〜 10/31

APEC カナダ製アロマとハーブで大変身

9 / 1 〜 10/31

ハマチャリで遊ぶ APEC 横浜開催記念キャンペーン

9 / 1 〜 11/14

青龍門横浜店よりAPEC スペシャルプライス！！

9 / 1 〜 11/14

アメリカの雰囲気満喫！ APEC 開催記念スペシャルオフ！

9/4

まちづくりフォーラム 2010 ★☆

9/6

韓国の秋夕餅作り（港北国際交流ラウンジ）

9/7

南区健康ウォーク

9 / 7・14・21・28、
10/ 5・12、11/ 5・12

資料

080

イベント名

外国につながる子供達の「日本語学習支援ボランティア養成講座」
（金沢国際交流ラウンジ）

9 /11

おもてなし作品制作ワークショップ（黄金町バザール）

9 /11 〜 11/28

2010 APEC 横浜開催記念 海を渡った人形たち〜青い目の人形が結んだ国際交流〜

9 /12

第４回

9 /12

異文化理解講座「タイの文化を身近なものに」
（保土ケ谷国際交流コーナー）

9 /15 〜 11/14

APEC 歓迎カクテル

9 /17

APEC 横浜開催記念協力イベント クロス・パティオ 永瀬もも ワンコインコンサート

9 /17

磯子火災予防協会 APEC 関係防災講演

9 /18、10/16

日本郵船歴史博物館コンサート in ミュージアム

9 /20

秋の交通安全キャンペーン（みなとみらい地区内）

9 /21・22

健康づくりフェア（泉区）

横浜国際バリアフリーテニス大会 ☆

APEC 2010 in YOKOHAMA

開催日・期間

イベント名
子どもの本で知るアジア・南太平洋の国々

9 /22

APEC 女性リーダーズネットワーク会合 関連イベント

9 /25

ユニセフのつどい

9 /26

食の国際交流「食と文化のリレートーク」
（保土ケ谷国際交流コーナー）

9 /26

港北から世界へ！！第10 回ワクワクまつり（港北国際交流ラウンジ）

9 /26

磯子区民まつりオープニングイベント

9 /28 〜 10/3

APEC 横浜開催記念イベント

9 /29 〜 11/30

APEC 参加国・地域の花プロジェクト（港北区）
横浜＆イセブラおもてなし NAVI MAP 作成・配布

10 月〜 11/14

ようこそAPEC 横濱

10/ 1 〜 11/14

ハードロックカフェ横浜店限定 APEC 横浜開催記念キャンペーン

10/ 1 〜 11/14

シーパラ SeaPEC 2010

10/ 1 〜 11/14

APEC キャンペーン！ ベロタクシー割引き

10/ 1 〜 11/30

APEC を学び英語でおもてなし

10/ 2

APEC 開催記念イセザキモールラテンフェスタ「ビッグバンドジャズアベニュー」

10/ 2

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ オープン記念イベント

10/ 2

区民のつどい（保土ケ谷区）

10/ 2・3

野毛大道芸 2010 オータムフェスティバル

10/ 8

野毛流し芸

平成22年 10/ 8 〜 11

横浜市の取組

10 月〜

概要

9 /22 〜 10/11

第７回ラテンビート映画祭

10/ 9

太平洋とアンデスの国ペルー（港北国際交流ラウンジ）

10/ 9・10

ワールドフェスタ・ヨコハマ 2010

10/ 9 〜 11/14

APEC 開催記念 アジアの華展〜色遊び

10/ 9 〜 11/13

アジア文化祭

10/10（11日に雨天順延） ハローよこはま2010
神奈川区民まつり

10/10

ベトナム・トゥデイ！（港北国際交流ラウンジ）

10/11

2010 横濱インターナショナルカクテルコンペティション

10/12 〜 15

第15 回国際児童画展（青葉国際交流ラウンジ）

10/13

安全・安心まちづくりフォーラム（栄区）

10/13 〜 17

金沢区民文化祭「アートで国際交流：横浜金沢とペルー」

10/15 〜 11/30

COCKTAIL with APEC JAPAN 2010

10/15 〜 23

APEC フェスタ2010 in 慶應

10/16

ふるさと港北ふれあいまつり

10/16

ほどがや区民まつり（保土ケ谷国際交流コーナー）

10/16・17

よこはま国際フェスタ2010

10/17

緑区民まつり

10/17

大相撲横浜場所 ★

10/17

地球がシャンティ 平和 でつながる 〜子どもたちと奏でる地球兄弟シンフォニー〜

資料

10/10

081

横浜市の取組

〜親しむ〜

開催日・期間

概要
横浜市の取組

平成22年

資料
平成23年

082

イベント名

10/18

ヌールAPEC 事務局長による市大生を対象とした 講演会「APEC の可能性と課題」

10/19

APEC 横浜開催記念防災講演会「防災ジョイントイベント」☆

10/20 〜 11/14

こんにちは！APEC の国々こどもの本でめぐるアジア太平洋

10/23

ウェルカム APECクリーンアップ！

10/23

つるみ臨海フェスティバル

10/23・24

東京国際空港 - 台北国際空港直行便就航イベント

10/24

あざみ祭 ☆

10/24

APEC 横浜開催関連企画 国際理解セミナー
なる（つづき MY プラザ）☆

10/24

瀬谷フェスティバル

10/25

APEC 開催・交通安全キャンペーン

10/26 〜 31、
11/6 〜 14

APEC 特別企画

10/27

APEC 開催記念 オルガン・1ドルコンサート〜愛溢れるLucy の響き〜

10/27 〜 11/21

APEC JAPAN 2010 in Yokohama 開催記念ミニ展示 ☆

10/29 〜 31

親子で知ろう！

10/29 〜 31

第12 回日中韓国際ランドスケープ専門家会議・国際シンポジウム

10/30

HAPPY HALOWEEN in みなとみらい21

10/30

第 43 回アフタヌーンティー（青葉国際交流ラウンジ）

10/30（雨天中止）

こうなん子どもゆめワールド

メディアを使って世界の動きに強く

日本の伝統衣装きものの試着体験

なるほど APEC in 市民フロア

しんたかしま

10/30・31、11/3、11/6・7 第 35 回南区文化祭
10/31

バスツアーで国際交流（金沢国際交流ラウンジ）

10/31（雨天中止）

西区民まつり

10/31 〜 11/3

APEC 横浜開催記念「馬車道まつり」

11/ 2・3

六浦祭

11/ 3

第11回ヨコハマみなとカーニバル2010 〜海の上でこんにちは〜

11/ 3

みどり多文化フェスタ2010

11/ 3

青葉区民まつり

11/ 3

アジア太平洋のあゆみと未来

11/ 3 〜 23

APEC 参加国の人形たち

11/ 6

APEC 前夜祭 金沢ラウンジフェスティバル（金沢国際交流ラウンジ）

11/ 7

第５回日韓文化交流会（港北国際交流ラウンジ）

11/ 9

植物工場推進フォーラム ★

11/19 〜 21

Japan Experience in 大さん橋

11/20

ワールドカフェ・教育＠ヨコハマ

11/21

第 21回国際交流のつどい（保土ケ谷国際交流コーナー）

11/21

APECユースイベント〜世界の貧困について考える！ 動いて知って話して学ぶワークショップ〜 ☆

12/17
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第 22 回アジア・太平洋賞記念講演会

2010 年日本 APEC 横浜開催記念

写真パネル展

APEC 2010 in YOKOHAMA

コラム

ＡＰＥＣ開催地からの視察受け入れ

１

概要

ＡＰＥＣ を２０１１年 に 開 催 す る 米 国 及 び
２０１２年に開催するロシアからの視察団が来浜
された際、横浜開催における本市の取組状況等
について説明しました。

ロシア アレクセイ・Ｎ・スホフ
ウラジオストク市第一副市長一行

【日
【視

時】 平成２２年８月１０日（火）
察

先】 三溪園、パシフィコ横浜

２ ロシア セルゲイ・ダリキン
沿海地方知事一行
【日

スホフ ウラジオストク市 第一副市長への本 市の
取組状況の説明

時】 平成２２年８月２０日（金）

【視察・訪問先】 パシフィコ横浜、神奈川県庁、

横浜市の取組

横浜市役所

３

米国 グレッグ・ヤマナカ
２０１１年ＡＰＥＣ ハワイ主催委員会
事務局長一行

【日

時】 平成２２年９月２７日（月）

【視察・訪問先】 パシフィコ横浜、横浜市役所、
（社）横浜商工会議所

ダリキン ロシア沿海地方知事一行への本市の
取組状況の説明

資料

ヤマナカ 2011 年 APEC ハワイ主催委員会事務局長が市長を表敬
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