
「日韓交流おまつり 2014 in Tokyo」
ボランティア募集案内

本年の「日韓交流おまつり 2014 in Tokyo」は、「祭りがつなぐ心と心」をスローガンに 9 月 27 日（土）と 28 日（日）

の両日、日比谷公園にて開催されます。

日韓両国民の『市民交流』、未来を狙う次世代の『若者交流』、そして『かけがえのない隣国としての身近な交流』

の場になる「日韓交流おまつり 2014 in Tokyo」で活躍するボランティアを募集します。

日韓の文化交流に関心があり、情熱のある方の積極的な参加をお待ちしています。

＜開催概要＞

■開催日時：2014 年 9 月 27 日(土)～28 日(日) 2 日間 11：00~20：00

■開催場所：日比谷公園(東京）

＜募集概要＞

■募集人数：各日 50 名

■募集分野：イベント会場での案内業務・イベント補助業務等

■募集日時：2014 年 9 月 27 日(土)～28 日(日) 2 日間 9：00～20：30

＜募集日程及び選考方法＞

※状況により日程が変更になる場合があります。

■募集締切：2014 年 9 月 5 日 (金) まで

※書類審査あり

※採用された方のみ 2014 年 9 月 12 日 (金)までにご連絡いたします。

■事前研修日時

①2014 年 9 月 22 日(月) 19 時~ 2 時間予定

②2014 年 9 月 24 日(水) 19 時~ 2 時間予定

※ ①、② いずれかに参加して下さい。

■事前研修会場

駐日韓国大使館 韓国文化院 5F ハンナレホール

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-4-10 TEL 03-3357-5970

アクセス：丸ノ内線「四谷三丁目駅」1 番出口新宿方面徒歩 2 分



＜参加資格＞

■イベントに対する熱意と責任感のある 18 歳から 60 歳までの健康な方（国籍・性別不問）

■基本的に日本語の会話が可能な方

＜待遇事項＞

交通費(1 日/￥1,000)、食事代(1 日/￥2,000)、ユニフォーム支給

※ボランティア活動参加者には、ボランティア証明書（感謝状）をお渡しいたします。（希望者に限る）

＜申込方法＞

下記のページから申込書をダウンロードし、該当事項をご記入のうえ FAX またはメールにてお申込み下さい。

http://www.nikkan-omatsuri.jp/japanese/volunteer.php

＜お問い合わせ＞

日韓交流おまつり 2014 in Tokyo ボランティア募集担当者 宛

TEL: 03-5341-4791

FAX: 03-5341-4792

E-mail：volunteer@nikkan-omatsuri.jp

「한일축제한마당 2014 in Tokyo」

자원봉사 모집안내

올해의 「한일축제한마당 2014 in Tokyo」는 「축제가 이어주는 마음과 마음」을 슬로건으로 9월

27일(토)과 28일(일) 이틀간 히비야공원에서 개최됩니다.

한일 양국민의 「시민교류」, 미래를 이끌어 갈 다음 세대의 「청소년교류」, 그리고 「소중한

이웃나라와의 친근한 교류」의 장이 될 한일축제한마당에서 활동하실 분들을 모집합니다.

한일 양국의 문화교류에 관심 있으며 열정적으로, 적극적으로 참가하실 분들의 참가를 기다리오니

여러분들의 많은 신청 바랍니다.



＜행사개요＞

■행사기간： 2014년 9월 27일(토)～28일(일) 2 일간 11：00～20：00

■개최장소： 히비야 공원(도쿄)

＜모집개요＞

■모집인원： 각일 50명

■모집분야： 행사장에서의 안내업무・이벤트 보조업무 등

■활동일시： 2014년 9월 27일(토)～28일(일) 2 일간 9：00～20：30

＜모집일정 및 선고방법＞

※사정에 따라 일정이 변경될 가능성이 있습니다.

■모집마감：2014년 9월 5일 (금) 까지

※서류심사 있음

※채용된 분들께만 2014년 9월 12일(금)까지 연락드립니다.

■사전연수 일정

①2014년 9월 22일(월) 19시～, 2시간 예정

②2014 年 9월 24일(수) 19시～, 2시간 예정

※ ①, ② 중 하나를 정해 참가해 주세요.

■사전연수 장소

주일한국대사관 한국문화원 5F 한나래홀

〒160-0004도쿄도 신주쿠구 요츠야 4-4-10 TEL 03-3357-5970

마루노우치선「요츠야산쵸메역」1번 출구 도보 2분

＜참가자격＞

■이벤트에 대한 열의와 책임감을 가진 18세부터 60세까지의 건강한 분（국적・성별 불문）

■일본어 회화가 가능한 분

＜우대사항＞

교통비(1일/￥1,000), 식사비(1일/￥2,000), 유니폼 지급

※자원봉사 활동 참가자에게는 자원봉사 증명서(감사장)를 드립니다.(희망자에 한함)

＜신청방법＞

아래 페이지에서 신청서를 다운로드 하신 뒤해당사항을 기입한 후 FAX 또는 메일로 신청해 주시기

바랍니다.



http://www.nikkan-omatsuri.jp/korean/notice_view.php?number=49

＜문의처＞

한일축제한마당 2014 in Tokyo자원봉사모집 담당자 앞

TEL： 03-5341-4791

FAX： 03-5341-4792

E-mail： volunteer@nikkan-omatsuri.jp


