
ブロードウェイ スターライト バイーア アゴラ リドデッキ サンデッキ 寄港地

10 10

（水）ティム・コール＆バオバオ・チャンティム・コール＆バオバオ・チャン

11 11

（水）ティム・コール＆バオバオ・チャンマリオ・トゥキ

12 12

13 13

経験豊富なメンバーによるリレートーク。なメンバーによるリレートーク。メンバーによるリレートーク。リレートーク。

14 14

（カ）ティム・コール＆バオバオ・チャン吉井裕恵

15 15

みなメンバーによるリレートーク。さん体鈍ってませんか？体鈍ってませんか？ってません体鈍ってませんか？か？

16 16

（水）ティム・コール＆バオバオ・チャンマヤ・イレト
17 17

（水）ティム・コール＆バオバオ・チャンイジャイ

18 18

（カ）ティム・コール＆バオバオ・チャンカルチャースクール （自）ティム・コール＆バオバオ・チャン自主企画

第2回ピースボート・オンライン地球一周ピースボート・オンライン地球一周 [船内新聞・タイムテーブル欄]　 2020年11月28日(土) 

7階前方 8階前方 8階後方 8階中央ピースボートセンター前左舷側ピースボートセンター前左舷側 9階中央ピースボートセンター前左舷側　屋外 11階中央ピースボートセンター前左舷側　屋外

09:30
｜

09:45

出航前に知っておこうっておこう!
視聴・参加方法のご案内のご案内案内

　　　　　　　

【参加するリレートーク。】
（P）ティム・コール＆バオバオ・チャンピースボート事務局

船内新聞の見方とともに、本日の楽しみ本日の楽しみしみ
方をお伝えします。えします。

09:45
｜

09:55

第2回ピースボート・オンライン地球一周ピースボート・
オンライン地球一周出航式

　

【参加するリレートーク。】
（P）ティム・コール＆バオバオ・チャンピースボート事務局

実際の出航映像とともに、クルーズディレの出航映像とともに、クルーズディレとともに、本日の楽しみクルーズディレ
クターが本日の目玉企画を紹介します本日の目玉企画を紹介しますします!

10:00
|

11:00

世界遺産ってなぁにってなメンバーによるリレートーク。ぁに?
～夢とロマンの世界遺産へようこそ～とロマンの世界遺産ってなぁにへようこそ～

　　

【参加するリレートーク。】 10:00
｜

10:45

核兵器はなくせるはなメンバーによるリレートーク。くせるリレートーク。
～世界を動かした被爆者の声～かした被爆者の声～被爆者の声～の声～

　　

【参加するリレートーク。】

10:00
|

11:15

【再放送】

太平洋はどんな海かはどん体鈍ってませんか？なメンバーによるリレートーク。海かか
  

【参加するリレートーク。】
10:00

｜

10:45

海かからのソングライン
世界の島国の音楽〜の音楽しみ〜世界の島国の音楽〜 〜世界の島国の音楽〜

　　

【参加するリレートーク。】
10:10

｜

10:50

映像とともに、クルーズディレでみるリレートーク。
ピースボートクルーズ①

  

【参加するリレートーク。】

10:30
｜

10:50

みん体鈍ってませんか？なメンバーによるリレートーク。でいっしょに! SDGsクイズ①
　

【参加するリレートーク。】
（水）ティム・コール＆バオバオ・チャン田中煕巳×(P)畠山澄子

10:45
｜

11:15

旅で使える言語を学ぼう・中文編で使える言語を学ぼう・中文編えるリレートーク。言語を学ぼう・中文編を学ぼう・中文編ぼう・中文編
  

　【参加するリレートーク。】
（P）ティム・コール＆バオバオ・チャンピースボート事務局

(水)片岡英夫 （P）ティム・コール＆バオバオ・チャン中田実可子
被爆者の声～の田中煕巳さん体鈍ってませんか？と振り返る、核兵り返る、核兵返る、核兵るリレートーク。、本日の楽しみ核兵
器はなくせる禁止条約発効確定までの歩みとこれかまでの歩みとこれかみとこれか
ら。

(水)伊高浩昭
春のヨーロッパに加え、フィヨルド遊覧、北のヨーロッパに加え、フィヨルド遊覧、北に加え、本日の楽しみフィヨルド遊覧、本日の楽しみ北
極圏やカリブ海を行くコースの映像をお届やカリブ海を行くコースの映像をお届カリブ海かを行くコースの映像をお届くコースの映像とともに、クルーズディレをお届
けします。

音楽しみとトークを交えて、「小島大歌」プロジえて、本日の楽しみ「小島大歌」プロジ小島大歌」プロジ」プロジプロジ
ェクトの魅力をご紹介をご案内紹介します!知っておこうっているリレートーク。ようで知っておこうらなメンバーによるリレートーク。い世界遺産ってなぁにの不

思議と魅力を大解剖と魅力をご紹介を大解剖!
親子で楽しみしく学ぼう・中文編ぼうSDGs! ※先着100名
様までのご参加となりますまでのご案内参加となメンバーによるリレートーク。り返る、核兵ます

（P）ティム・コール＆バオバオ・チャン張梓昕
基本フレーズから中文（中国の音楽〜語を学ぼう・中文編）ティム・コール＆バオバオ・チャンを覚えまえま
しょう! ※こちらの企画はライブ配信のみ、のみ、本日の楽しみ
アーカイブ対象外です。また被爆者の声～、本日の楽しみ先着100名
様までのご参加となりますまでのご案内参加となメンバーによるリレートーク。り返る、核兵ます

太平洋はどんな海か5000年の歴史を、「コロナ時代」をを、本日の楽しみ「小島大歌」プロジコロナ時代」を時代」を」プロジを
踏まえてまえて75分で一気に辿りますで一気に辿りますに辿りますり返る、核兵ます。

11:15
|

12:15

報道写真家・石川文洋はどんな海か
「小島大歌」プロジ80歳の日本列島　　　の日本列島　　　
　　3500キロあるリレートーク。き旅」旅で使える言語を学ぼう・中文編」プロジ

　　

【参加するリレートーク。】

11:15
｜

12:00

「小島大歌」プロジ地球が本日の目玉企画を紹介します僕らの遊び場だ！」らの遊び場だ！」場だ！」だ！」」プロジ
高橋歩みとこれかと冒険の旅への旅で使える言語を学ぼう・中文編へ

    

【参加するリレートーク。】 11:15
｜

12:00

伝えします。統を紡ぐ歌声を紡ぐ歌声ぐ歌声歌」プロジ声
～ラパに加え、フィヨルド遊覧、北・ヌイの文化と言葉～と言葉～

    

【参加するリレートーク。】 11:15
｜

11:45

ベリーダンスでワークアウト!
  

【参加するリレートーク。】
11:00

｜

11:30

地雷原の村にの村にに
小学ぼう・中文編校をつくる理由をつくるリレートーク。理由

　

【参加するリレートーク。】
（水）ティム・コール＆バオバオ・チャンYOSHIE

11:45
｜

12:15

体験！」自主企画　　　　　　　　　　　　　　

自己紹介しますしましょう
　

　【参加するリレートーク。】 11:30
｜

12:00

知っておこうって楽しみしい英語を学ぼう・中文編のスラング
  

【参加するリレートーク。】

（P）ティム・コール＆バオバオ・チャン森田幸子
（水）ティム・コール＆バオバオ・チャン高橋歩みとこれか×(P)田中洋はどんな海か介します　

マリオ・トゥキさん体鈍ってませんか？と一緒にラパ・ヌイ（イースにラパに加え、フィヨルド遊覧、北・ヌイ（イース
ター島）ティム・コール＆バオバオ・チャンの音楽しみを聞き旅」なメンバーによるリレートーク。が本日の目玉企画を紹介しますら、本日の楽しみ島の現状ややカリブ海を行くコースの映像をお届
文化と言葉～保護の重要性について考えます。の重要性について考えます。について考えます。えます。
※こちらの企画は字幕付きでお楽しみいき旅」でお楽しみしみい
た被爆者の声～だけます

基本の動かした被爆者の声～き旅」を学ぼう・中文編び場だ！」なメンバーによるリレートーク。が本日の目玉企画を紹介しますら健康的に身体をに身体を
動かした被爆者の声～かしましょう! ※こちらの企画はライブ配
信のみ、のみ、本日の楽しみアーカイブ対象外となメンバーによるリレートーク。り返る、核兵ます

今も続くカンボジアの地雷問題と復興の道も続くカンボジアの地雷問題と復興の道くカンボジアの地雷問題と復興の道と復興の道の道
のり返る、核兵についてお話しします。しします。

(水)石川文洋はどんな海か
「小島大歌」プロジ自由人」プロジ高橋歩みとこれかさん体鈍ってませんか？と、本日の楽しみピースボートの田
中洋はどんな海か介しますが本日の目玉企画を紹介しますアツく語りますく語を学ぼう・中文編り返る、核兵ます!

（G）ティム・コール＆バオバオ・チャンクリス・リンドストローム×小泉紀子
(自)關戸寿樹、本日の楽しみ加藤衣里子、本日の楽しみ井上翔太 知っておこうっているリレートーク。だけで役立つスラングつスラング(俗語を学ぼう・中文編、本日の楽しみ

流行くコースの映像をお届語を学ぼう・中文編）ティム・コール＆バオバオ・チャンを紹介しますします! ※先着100名様までのご参加となりますま
でのご案内参加となメンバーによるリレートーク。り返る、核兵ます

11:45
｜

12:30

経済発展の光と闇の光と闇と闇
～シンガポールの外国の音楽〜人　　　　　
　　　　　労働者の声～のいまを知っておこうるリレートーク。～

　

【参加するリレートーク。】

ベトナ時代」をム戦争従軍取材で知られる石川文で知っておこうられるリレートーク。石川文
洋はどんな海かさん体鈍ってませんか？が本日の目玉企画を紹介します見た被爆者の声～、本日の楽しみ現代」をの日本列島とは…。
※こちらの企画は字幕付きでお楽しみいき旅」でお楽しみしみい
た被爆者の声～だけます

はじめまして! みん体鈍ってませんか？なメンバーによるリレートーク。で自己紹介しますしよう!
※こちらの企画はライブ配信のみ、のみ、本日の楽しみアーカ
イブ対象外です。また被爆者の声～、本日の楽しみ先着100名様までのご参加となりますまで
のご案内参加となメンバーによるリレートーク。り返る、核兵ます

12:00
｜

13:20

映像とともに、クルーズディレでみるリレートーク。ピースボート
クルーズ②（繰り返し放送）り返る、核兵返る、核兵し放送）ティム・コール＆バオバオ・チャン

  

【参加するリレートーク。】12:15
｜

12:45

世界中から食材で知られる石川文を仕入れて提供れて提供!
洋はどんな海か上居酒屋「小島大歌」プロジ波へい」へい」プロジ

おすすめメニュー
  

【参加するリレートーク。】

(水)サウコ瑞恵

（P）ティム・コール＆バオバオ・チャンピースボート事務局
シンガポールの外国の音楽〜人労働者の声～支援の現の現
場だ！」からのレポートです。

ピースボートの洋はどんな海か上居酒屋「小島大歌」プロジ波へい」へい」プロジの人
気に辿りますメニューを仕入れて提供れ担当者の声～が本日の目玉企画を紹介しますご案内紹介します!

夏のヨーロッパ、オーロラシーズンのアイスのヨーロッパに加え、フィヨルド遊覧、北、本日の楽しみオーロラシーズンのアイス
ランド、本日の楽しみマチュピチュ遺跡やイースター島をやカリブ海を行くコースの映像をお届イースター島を
訪れるコースの映像をお届けします。れるリレートーク。コースの映像とともに、クルーズディレをお届けします。
※40分で一気に辿りますの映像とともに、クルーズディレを繰り返し放送）り返る、核兵返る、核兵し放送します

13:00
|

14:00

“飢餓をゼロに”を諦めないをゼロに”を諦めないを諦めないめなメンバーによるリレートーク。い
   

【参加するリレートーク。】
13:00

｜

13:45

ピースボートが本日の目玉企画を紹介します人生の転機だった。の転機だった。だった被爆者の声～。

「小島大歌」プロジ不登校をつくる理由だった被爆者の声～わた被爆者の声～し」プロジの
人生の転機だった。の作り方り返る、核兵方

　

【参加するリレートーク。】
13:00

｜

13:30

モーリシャス沖船舶座礁・
重油流出事故からから4か月

～美しい海と暮らしを守りたい～しい海かと暮らしを守りたい～らしを守りたい～り返る、核兵た被爆者の声～い～
　

【参加するリレートーク。】
13:15

｜

13:45

Cantan Espa ol: Flamencoñol: Flamenco
スペインの音楽しみ ～『フラメンコ』～フラメンコ』～

【参加するリレートーク。】 13:15
｜

13:45

地球一周の船旅で使える言語を学ぼう・中文編
主催旅で使える言語を学ぼう・中文編行くコースの映像をお届社の社員がご紹介の社の社員がご紹介員がご紹介が本日の目玉企画を紹介しますご案内紹介します!
～世界のイチ押しスポットしスポット&絶品グルメ～グルメ～

　

【参加するリレートーク。】(水)忍足謙朗×チョェ・スンジ (P)鈴木まど佳（まどぅーまど佳（まどぅー）ティム・コール＆バオバオ・チャン
(水)鈴木まど佳（まどぅー郁乃

(G)エドゥアルド・ヴィラ×小泉紀子 座礁事故からから4か月経った被爆者の声～モーリシャスの
現状やとこれからをお伝えします。えします。今も続くカンボジアの地雷問題と復興の道年ノーベル平和賞を受賞した世界食糧を受賞を受賞した世界食糧した被爆者の声～世界食糧

計画からみるリレートーク。、本日の楽しみ人道支援の現のこれまでとこれ
から。

不登校をつくる理由からの世界一周と、本日の楽しみ国の音楽〜際の出航映像とともに、クルーズディレ同性について考えます。婚。
旅で使える言語を学ぼう・中文編するリレートーク。ダンサー・まどぅーが本日の目玉企画を紹介しますカナ時代」をダからお話しします。
しします。

フラメンコの第二の故郷は日本⁉その音楽の故から郷は日本⁉その音楽は日本 その音楽しみ⁉その音楽
性について考えます。やカリブ海を行くコースの映像をお届表現方法のご案内の面白さを紹介しますさを紹介しますします! 
※先着100名様までのご参加となりますまでのご案内参加となメンバーによるリレートーク。り返る、核兵ます

(P)田村に美しい海と暮らしを守りたい～和子×ジャパに加え、フィヨルド遊覧、北ングレイス社の社員がご紹介員がご紹介

14:00
｜

14:30

地球一周の船旅で使える言語を学ぼう・中文編旅で使える言語を学ぼう・中文編行くコースの映像をお届説明会
　

【参加するリレートーク。】

14:00
｜

14:45

まいか・なメンバーによるリレートーク。おき旅」のなメンバーによるリレートーク。ん体鈍ってませんか？でも聞いて!
日常の中のの中の〜世界の島国の音楽〜 LGBTQ+〜世界の島国の音楽〜

　

【参加するリレートーク。】 14:00
｜

15:00

一生の転機だった。に一度は見てみたいは見てみた被爆者の声～い
絶景世界遺産ってなぁに

～モン・サン・ミシェル＆パに加え、フィヨルド遊覧、北タゴニア～
　

【参加するリレートーク。】 14:00
｜

14:30

クリパに加え、フィヨルド遊覧、北ルヨガで身体と心のつながりのつなメンバーによるリレートーク。が本日の目玉企画を紹介しますり返る、核兵
を深めて、みんなと共鳴しようめて、本日の楽しみみん体鈍ってませんか？なメンバーによるリレートーク。と共鳴しようしよう

  

　【参加するリレートーク。】
14:00

｜

14:45

スラムから希望を生み出すを生の転機だった。み出す
～いのちの躍動かした被爆者の声～を感じる歌声～じるリレートーク。歌」プロジ声～

　

【参加するリレートーク。】
（P）ティム・コール＆バオバオ・チャンピースボート事務局

春のヨーロッパに加え、フィヨルド遊覧、北、本日の楽しみ夏のヨーロッパ、オーロラシーズンのアイス、本日の楽しみ冬に出発するバラエティに富んだに出発するリレートーク。バラエティに富なメンバーによるリレートーク。ん体鈍ってませんか？だ
地球一周の船旅で使える言語を学ぼう・中文編の魅力をご紹介を、本日の楽しみ映像とともに、クルーズディレを使える言語を学ぼう・中文編いなメンバーによるリレートーク。
が本日の目玉企画を紹介しますらご案内案内します。 (P)室井舞花×太田尚樹 (水)片岡英夫 (水)早川千晶

ヨガを通して心や身体を丁寧に感じ、ありして心のつながりやカリブ海を行くコースの映像をお届身体を丁寧に感じ、ありに感じる歌声～じ、本日の楽しみあり返る、核兵
のままの自分で一気に辿りますを受け入れて提供れるリレートーク。癒しの時間をしの時間をを
体験しません体鈍ってませんか？か? ※こちらの企画はライブ
配信のみ、のみ、本日の楽しみアーカイブ対象外となメンバーによるリレートーク。り返る、核兵ます

14:50
｜

15:00

体験！」自主企画　　　　　　　　　　　　　　

運動かした被爆者の声～不足解消にに! 元自衛隊のの
スタッフが本日の目玉企画を紹介します教える自衛隊体操えるリレートーク。自衛隊の体操

　　

【参加するリレートーク。】

こん体鈍ってませんか？なメンバーによるリレートーク。時あなメンバーによるリレートーク。た被爆者の声～はどうするリレートーク。? 実践的に身体をに楽しみし
く学ぼう・中文編ん体鈍ってませんか？でいき旅」ましょう!

モン・サン・ミシェルとパに加え、フィヨルド遊覧、北タゴニアの秘密とと
魅力をご紹介を、本日の楽しみあますことなメンバーによるリレートーク。くバーチャルツく語りますアー
でご案内案内します。

キベラスラムの子どもた被爆者の声～ちの魂の歌声をおの歌」プロジ声をお
届けします!

15:00
|

16:00

二の故郷は日本⁉その音楽度は見てみたいと同じ歴史を、「コロナ時代」をを
繰り返し放送）り返る、核兵返る、核兵さなメンバーによるリレートーク。いた被爆者の声～めに

　

～コロナ時代」をが本日の目玉企画を紹介します引き起こした経済不況　き旅」起こした経済不況　こした被爆者の声～経済不況　
　　　　から民主主義は守れるか～は守りたい～れるリレートーク。か～

   

【参加するリレートーク。】

14:45
｜

15:25

映像とともに、クルーズディレでみるリレートーク。
ピースボートクルーズ③

  

【参加するリレートーク。】
(自)菊地純平、本日の楽しみ杉本涼

15:15
｜

16:00

熱帯雨林からのメッセージからのメッセージ
　

【参加するリレートーク。】 15:15
｜

15:45

体験！」自主企画　　　　　　　　　　　　　　

わくわく世界のあの場だ！」所クイズクイズ
【参加するリレートーク。】

15:15
｜

15:45

台北の街歩みとこれかき旅」
～大稲 （ダーダオチェン）ティム・コール＆バオバオ・チャン～埕（ダーダオチェン）～

　

【参加するリレートーク。】
（P）ティム・コール＆バオバオ・チャンピースボート事務局

(自)菊地純平、本日の楽しみ杉本涼、本日の楽しみ      
井上翔太、本日の楽しみ宮崎桃子

ピースボートクルーズなメンバーによるリレートーク。らではの航路、本日の楽しみアフ
リカ・南米大陸を行く南半球コースの映像を行くコースの映像をお届く南半球コースの映像とともに、クルーズディレ
をお届けします。

15:30
｜

16:15

音楽を通して未来をつくるを通して未来をつくる通して未来をつくるして未来をつくる未来をつくるを通して未来をつくるつくる
～アフリカン・ユース・アンサンブル～

　

【参加するリレートーク。】

(水)ビンカ・レ・ブレトン
(P)ペイチュウ・ウー×ジョセリン・ユアン

(水)中谷剛×(P)中山友里
ブラジルとその隣国の音楽〜に広がる熱帯雨林のが本日の目玉企画を紹介しまするリレートーク。熱帯雨林からのメッセージの
現状やと、本日の楽しみ新型コロナウイルスの影響を現地コロナ時代」をウイルスの影響を現地を現地
からリポート! ※こちらの企画は字幕付きでお楽しみいき旅」で
お楽しみしみいた被爆者の声～だけます

世界について知っておこうっちゃおう! 紙とペンのごとペンのご案内
用意をを! ※先着100名様までのご参加となりますまでのご案内参加と
なメンバーによるリレートーク。り返る、核兵ます

台湾の情緒あふれるレトロタウンの情緒にラパ・ヌイ（イースあふれるリレートーク。レトロタウン(大稲埕（ダーダオチェン）～)
を一緒にラパ・ヌイ（イースに味わいましょうわいましょう!

15:30
｜

16:10

映像とともに、クルーズディレでみるリレートーク。
ピースボートクルーズ④

  

【参加するリレートーク。】

アウシュヴィッツく語ります博物館唯一の日本人ガイ
ド、本日の楽しみ中谷剛さん体鈍ってませんか？と考えます。えるリレートーク。1時間をです。 (水)コタツく語りますォ・モモ・マントゥ

16:10
｜

16:30

みん体鈍ってませんか？なメンバーによるリレートーク。でいっしょに! SDGsクイズ②
　

【参加するリレートーク。】

アパに加え、フィヨルド遊覧、北ルトヘイト時代」をにつくられた被爆者の声～オーケスト
ラ、本日の楽しみAYE。その音色やピースボートとの関やカリブ海を行くコースの映像をお届ピースボートとの関
わり返る、核兵を紹介しますします。

（P）ティム・コール＆バオバオ・チャンピースボート事務局

16:10
｜

16:40

【再放送】
タヒチの素顔にふれる旅にふれるリレートーク。旅で使える言語を学ぼう・中文編

～先住民族『フラメンコ』～マオヒ』の文化と言葉～体験～
　

【参加するリレートーク。】

春のヨーロッパに加え、フィヨルド遊覧、北のヨーロッパに加え、フィヨルド遊覧、北、本日の楽しみ人気に辿りますの北欧5か国の音楽〜、本日の楽しみ自然
豊かなメンバーによるリレートーク。アラスカをめぐ歌声るリレートーク。コースの映像とともに、クルーズディレをお
届けします。（P）ティム・コール＆バオバオ・チャン中田実可子

親子で楽しみしく学ぼう・中文編ぼうSDGs! ※先着100名
様までのご参加となりますまでのご案内参加となメンバーによるリレートーク。り返る、核兵ます

16:30
｜

17:15

暮らしを守りたい～らしと社の社員がご紹介会が本日の目玉企画を紹介します豊かになメンバーによるリレートーク。るリレートーク。
パに加え、フィヨルド遊覧、北ーマカルチャー

　

【参加するリレートーク。】 16:30
｜

17:15

イスに座って
心のつながりと身体のエクササイズ 
ジャイロキネシス®

  

　【参加するリレートーク。】
16:30

｜

17:15

子どもた被爆者の声～ちを救い、未来につなぐい、本日の楽しみ未来につなぐにつなメンバーによるリレートーク。ぐ歌声
～ドイツく語ります国の音楽〜際の出航映像とともに、クルーズディレ平和村にからのレポート～

　

【参加するリレートーク。】

16:40
｜

17:20

体験！」自主企画　　　　　　　　　　　　　　

夢とロマンの世界遺産へようこそ～の語を学ぼう・中文編り返る、核兵場だ！」
　　

【参加するリレートーク。】

（P）ティム・コール＆バオバオ・チャン堀場だ！」万生の転機だった。

伝えします。統を紡ぐ歌声文化と言葉～が本日の目玉企画を紹介します息づく神聖な谷へ。どんな出づく神聖な谷へ。どんな出なメンバーによるリレートーク。谷へ。どん体鈍ってませんか？なメンバーによるリレートーク。出
会いが本日の目玉企画を紹介します待っているでしょうかっているリレートーク。でしょうか?! （水）ティム・コール＆バオバオ・チャン東ちづるちづるリレートーク。×宍倉エアビック妙子エアビック妙子

(水)ソーヤー海か×(P)上原の村に美しい海と暮らしを守りたい～咲、本日の楽しみ平林からのメッセージ昂我
(自)關戸寿樹、本日の楽しみ加藤衣里子、本日の楽しみ宮崎桃子

17:00
｜

17:25

【再放送】
アンデス音楽しみライブ♪

　

【参加するリレートーク。】

イスに座って気に辿ります持ちよく無理なく体を動かちよく無理なメンバーによるリレートーク。く体を動かした被爆者の声～か
しましょう! ※こちらの企画はライブ配信のみ、の
み、本日の楽しみアーカイブ対象外となメンバーによるリレートーク。り返る、核兵ます

ドイツく語りますと中継をつなぎ、子どもたちが母国ををつなメンバーによるリレートーク。ぎ、本日の楽しみ子どもた被爆者の声～ちが本日の目玉企画を紹介します母国の音楽〜を
離れ治療やリハビリを受ける平和村の活れ治療やリハビリを受ける平和村の活やカリブ海を行くコースの映像をお届リハビリを受けるリレートーク。平和村にの活
動かした被爆者の声～やカリブ海を行くコースの映像をお届コロナ時代」を禍の現状について紹介します。の現状やについて紹介しますします。

17:30
｜

17:50

第2回ピースボート・オンライン地球一周ピースボート・
オンライン地球一周帰港式

　

　【参加するリレートーク。】

自分で一気に辿りますの夢とロマンの世界遺産へようこそ～について語を学ぼう・中文編り返る、核兵合いましょう。いましょう。
※先着100名様までのご参加となりますまでのご案内参加となメンバーによるリレートーク。り返る、核兵ます

都会からはじめるリレートーク。「小島大歌」プロジ新しい生の転機だった。き旅」方のデザイ
ン」プロジを一緒にラパ・ヌイ（イースに学ぼう・中文編ん体鈍ってませんか？でみましょう!

17:15
｜

17:35

映像とともに、クルーズディレでみるリレートーク。ピースボートクルーズ
～総集編～

  

【参加するリレートーク。】
（P）ティム・コール＆バオバオ・チャンピースボート事務局

第2回ピースボート・オンライン地球一周ピースボート・オンライン地球一周の
グランドフィナ時代」をーレ。ぜひ一緒に記念写真一緒にラパ・ヌイ（イースに記念写真
を撮影して、本日の楽しみ思い出を残しましょう！しましょう！」※こち
らの企画はライブ配信のみ、のみ、本日の楽しみアーカイブ対
象外となメンバーによるリレートーク。り返る、核兵ます

ペルー出身の南米音楽しみグループ｢イジャイ
｣によるライブ映像をお届け！南米アンデによるリレートーク。ライブ映像とともに、クルーズディレをお届け！」南米アンデ
ス音楽しみで楽しみしいひ一緒に記念写真ととき旅」を。

（P）ティム・コール＆バオバオ・チャンピースボート事務局
ピースボートクルーズの魅力をご紹介を凝縮しておしてお
届けします。

（水）ティム・コール＆バオバオ・チャン水先案内人企画 （P）ティム・コール＆バオバオ・チャンピースボート事務局企画 （G）ティム・コール＆バオバオ・チャンGET企画 　　：Youtube配信のみ、 　　：Zoom配信のみ、YT Z

《タイムテーブルの見方》
　　

縦軸が時間、横軸が会場となっています。それぞれの企画タイトル下に記載された【参加する】をクリックするが本日の目玉企画を紹介します時間を、本日の楽しみ横軸が時間、横軸が会場となっています。それぞれの企画タイトル下に記載された【参加する】をクリックするが本日の目玉企画を紹介します会場だ！」となメンバーによるリレートーク。っています。それぞれの企画タイトル下に記載された【参加する】をクリックするに記載された【参加する】をクリックするされた被爆者の声～【参加するリレートーク。】をクリックするリレートーク。
と、本日の楽しみ会場だ！」にアクセスするリレートーク。ことが本日の目玉企画を紹介しますでき旅」ます（途中入れて提供・退場だ！」自由）ティム・コール＆バオバオ・チャン。異なる企画になメンバーによるリレートーク。るリレートーク。企画に移動かした被爆者の声～した被爆者の声～い場だ！」合いましょう。、本日の楽しみZoom会場だ！」の際の出航映像とともに、クルーズディレは
右下に記載された【参加する】をクリックするにあるリレートーク。赤い「ミーティングを退出」ボタンを押して会場を退出、い「小島大歌」プロジミーティングを退出」プロジボタンを押しスポットして会場だ！」を退出、本日の楽しみYoutube会場だ！」の際の出航映像とともに、クルーズディレはそのままブラウザを閉じじ
るリレートーク。ことで退出します。次の企画へ参加する前に、必ず退出をお願いいたします。の企画へ参加するリレートーク。前に、本日の楽しみ必ず退出をお願いいたします。ず退出をお願いいたします。退出をお願いいたします。いいた被爆者の声～します。
　　

《アーカイブについて》
　　　

配信のみ、するリレートーク。企画（一部対象外）ティム・コール＆バオバオ・チャンは一定までの歩みとこれか期間をアーカイブいた被爆者の声～します。アーカイブ動かした被爆者の声～画は11月30日（月）ティム・コール＆バオバオ・チャン以降、本日の楽しみ12月
20日（日）ティム・コール＆バオバオ・チャンまでご案内覧いた被爆者の声～だけます。なメンバーによるリレートーク。お、本日の楽しみ開始・終了時刻の下に★マークのついている企画はライブ配信のみとの下に記載された【参加する】をクリックするに★マークのついている企画はライブ配信のみとマークのついているリレートーク。企画はライブ配信のみ、のみと
なメンバーによるリレートーク。り返る、核兵ます。アーカイブは行くコースの映像をお届いません体鈍ってませんか？のであらかじめご案内了承ください。ください。
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「小島大歌」プロジ本物」プロジのピースボート
クルーズの資料請求はは
こちらから! (LINE＠登録登録)

 お電話しします。でも受付きでお楽しみい中！」
 0120-95-3740
 https://www.pbcruise.jp 

  
 

ピースボートのオンライン
コミュニティ『フラメンコ』～OCEAN』の
登録はこちらから! 

 
 

  https://pbocean.com
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https://www.pbcruise.jp/
https://pbocean.com/
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