2018インターナショナル・フェスティバルinカワサキ
《お楽しみ体験コーナー》多目的広場
・キックターゲット （川崎フロンターレ）
・フランス発祥のペタンク
［PETANQUE］体験
（川崎ペタンク・ブール）

《ふれあい体験コーナー》情報ロビー
・フラワーアレンジ体験
（青蘭流川崎支部）
・押し花のボールペン作り （川崎フラワーデザイン協会）
・工芸盆栽・あかまんま
（嶺総合フラワーアート）
・エコクラフトで作る富士山のストラップ
（ボーイスカウト・ガールスカウト中原区協議会）
・フットメザ（ブラジルのテーブルサッカー）の体験
（フットメザ・ジャパン）

《ゆかた体験コーナー》第１会議室
・かわさき装芸文化研究会
・みやうち着物学院
・ハクビ京都きもの学院 平賀きもの教室

《世界と出会う部屋》第2・3会議室
・絵本の読み聞かせ・ミニ講座
（川崎エスペラント会）
・多言語読み聞かせ
（多文化活動連絡協議会）
・世界と私のつながりを知ろう（ワークショップ）
（特定非営利活動法人 開発教育協会）
・学習支援活動紹介
（公益財団法人川崎市国際交流協会）

2F図書資料室前

《抹茶体験コーナー》茶室 木月庵 10：00〜15：00
・「夏茶会」茶道を楽しもう！
（茶道裏千家淡交会川崎青年部）

世界と出会う部屋
《団体活動展示》展示ロビー
・ボーイスカウト・ガールスカウト中原区協議会
・ラボ国際交流センター
・川崎エスペラント会
・川崎市地球温暖化防止活動推進センター 省エネグループ
・映像オペラを楽しむ会
・ヒッポファミリークラブ
・川崎・エジプト親善協会
・日本ベトナム友好協会川崎支部
・川崎市外国人市民代表者会議
・神奈川県ユニセフ協会

ステージ企画

《特別展示》ホール ホワイエ
・オーストラリア・ウーロンゴン市姉妹都市提携
30周年記念展示
・日本・メキシコ外交関係樹立130周年記念展示
・キルギス共和国大使館 写真展示
（キルギス共和国大使館）

展示企画

特設ステージ

体験企画

《お楽しみ体験コーナー》
・竹とんぼを作って飛ばそう！
（どこ竹＠竹とんぼ教室）
・自然でエネルギー体験、省エネ体験
（川崎市地球温暖化防止活動推進センター ソーラーチーム）
・ダーツ・射的などのゲーム
（和太鼓祭音）
・かき氷、綿菓子、駄菓子、風船 （特定非営利活動法人 遊び舎）
・しゅりけん・的あて
（魂刀流志伎会）

協賛団体コーナー

《情報提供》
・外国人相談
（渉外行政書士協会）
・消費者行政情報 てるみ〜にゃが登場
（川崎市消費者行政センター）

《協賛企業紹介》
・協賛企業の紹介

（協賛企業）

《特設ステージ》談話ロビー
・クラウン
（ふくろこうじ）
・バングラデシュ紹介
（ハサン・メヘディ）
・南米・パラグアイでの支援活動紹介
（ＮＰＯ法人ミタイ・ミタクニャイ子ども基金）
・イギリス紹介、
ダンスパフォーマンス
（イギリス／アクワイナス・カレッジ学生）
・オブジェクトシアター（ラオス）
（あさぬま ちずこ）
・キルギス共和国の紹介
（キルギス共和国大使館）
・オーストラリア紹介
（クラブ・オーストラリア）
・民族舞踊「よさこい、南部よしゃれ」
（若仁会）
・日本・ブラジル・アメリカの歌
（メリッサ 国吉）
・ジャグリング
（スペイン人ジャグラー MIRCO）

★スタンプラリー★
台紙配布・ゴール地点

世界の料理
使用済みエコ容器回収場所あり

駐輪場

《世界の料理》
・焼きそば／ボーイスカウト・ガールスカウト中原区協議会
・インドカレー／川崎・プーナ市民友好委員会
・かき氷、冷やしうどん／平間わんぱく少年団
・ベトナム料理／一般社団法人グローバル文化協働支援センター
・台湾料理／NPO法人華文会
・中国料理／美遊 ＪＡＰＡＮ
・インドネシア料理／Asian Goyanglidah
・エジプト料理／ナイル エジプト
・アイスコーヒー・炭火焼料理・地ビール
／フォレストコーヒー（FOREST COFFEE）
・トルコ料理／サンケバブ
・ペルー料理
／クントゥール（KUNTUR Latinoamerica Cultural Plan）
・スペイン料理／パエリアおじいちゃん
・ハラール料理／サパナマハル
・ボリビア料理／エル パトゥフゥ(el patuju)
・スリランカ料理／ピーケントレーディング＆ツアーズ株式会社
・冷やし中華・クッキー／社会福祉法人同愛会リプラス北部作業所
・フランス料理／Triconnex (日仏文化交流団体）
・メキシコ料理／PR MEXICO

《屋外ステージ》玄関前広場
・和太鼓演奏
（さくらの木保育園卒園児・平間わんぱく少年団）
・立ち廻りパフォーマンスとチャンバラ体験
（魂刀流志伎会）
・中央アジア・シルクロードダンス舞踊
（GULISTON/グリスタン）
・ペルーの民族舞踊
（クントゥール Latinoamerica Cultural Plan）
・クラウン
（ふくろこうじ）
・日本・ブラジル・アメリカの歌 （メリッサ 国吉）
・ジャグリング （スペイン人ジャグラー MIRCO）
・ボリビアの民族舞踊（Bolivia Dance Company）
・タイ民族ポップス
（アドゥン）
・ペルーの民族舞踊
（クントゥール Latinoamerica Cultural Plan）

《ふれあい体験コーナー》
2F〈図書資料室横〉
・誰でもできる楽しい水引工芸！
（日本伝統工芸水引研究会）
・ハワイアンファブリック作品体験レッスン
（Naniloa Kapakuiki ハワイアンキルト）
・マチュピチュのミニアルバム作り
（オスカル）
《フリーマーケット》
2F〈第4・5会議室〉
・日舞扇乃会
・コール・ユー
・川崎エスペラント会
・国際子育てひろば コアラ
・日本語ボランティア友の会
・若仁会

《ふれあいステージ》レセプションルーム
・インドネシア・ジャワの影絵芝居と舞踊
（スミリール）
・和太鼓演奏「権兵衛太鼓」
（和太鼓祭音）
・開会式
・ベトナムの笛（サオ）演奏と舞踊、子どもインド舞踊
（グローバル文化協働支援センター）
・アフリカンジャンベ
（宝道）
・中央アジア・シルクロードの民族舞踊
（GULISTON/グリスタン）
・アフリカ太鼓演奏
（B.B.モフラン）
・台湾民族楽器オーケストラ
（蘭陽印象樂團）
・盆踊り講座
・盆踊り16：00〜16：30
（木月1丁目町会、武蔵野太鼓保存会、
若仁会、日舞扇乃会）
《スタンプラリー・バルーンアート》
交流サロン 会場：地下１F
・スタンプラリー スタート・ゴール
・バルーンアート体験教室

祭りの広場へ

出演者・
ボランティア受付

あなたも 世界とつながる

《ホールステージ》
・朗読、歌、腰掛鼓舞など
（ＣＪＹ子供中国語サークル）
・英語劇とナーサリーライム
（ラボ国際交流センター）
・台湾民族楽器オーケストラ
（蘭陽印象樂團）
・和太鼓演奏
（和太鼓祭音）
・和太鼓演奏・民舞
（平間わんぱく少年団）
・日本舞踊へのお誘い
（日舞扇乃会）
・和太鼓演奏
（武蔵野太鼓保存会）
・立ち廻りパフォーマンスとチャンバラ体験
（魂刀流志伎会）

《世界の物産》談話ロビー
・子ども用甚平、エプロン、ミニフラワーアレンジメントなど
（日本フラワー紫穂協会）
・エチオピアやインド等の民芸品
（川崎ＪＩＣＡボランティアの会）
・バングラデシュやインドのカレースパイス、紅茶、民芸品、文房具 （認定ＮＰＯ法人ＥＳＡアジア教育支援の会）
・アンデス民芸品、アンデス楽器、ペルーのTシャツ
（クントゥル Latinoamerica Cultural Plan）
・スリランカセイロンティー、バティック（Tシャツ）など （ピーケントレーディング＆ツアーズ株式会社）
・パレスチナ刺繍雑貨、アフリカ手作り人形、ラオス雑貨 （認定ＮＰＯ法人日本国際ボランティアセンター(JVC)）
・ラオスの刺繍・民芸品
（認定ＮＰＯ法人ラオスのこども）
・ウズベキスタン・キルギスの民芸品や雑貨、ハチミツ
（MAYRAM）
・クロアチアのワイン、チョコレート、オリーブオイル
（ADRIA TRADE 株式会社）
・日本の木製玩具（コマ、けん玉）・民芸品
（博進社）
・キルギスの民芸品・ハチミツの展示販売
（キルギス共和国大使館）
・イギリスの小物グッズ等
（アクワイナス・カレッジ）
・台湾民芸品・玩具
（NPO法人華文会）
・南米・パラグアイの子どもたちへの支援活動報告
（ＮＰＯ法人ミタイ・ミタクニャイ子ども基金）

（タエリン）

《お楽しみ体験コーナー》
＜駐輪場＞
・日本・メキシコ外交関係樹立130周年記念 パペル・ピカード
（メキシコの切り紙）体験

台紙は、
スタート地点「地下1Fで交流サロン前」にて配布いたします

★チェックポイント★（※チャレンジできるのは小学生以下のお子様で一人一回です。）
① １F ホワイエ奥 ② １F 第２・３会議室内 ③ 2F 図書・資料室前
☆ゴールはスタートと同じ「地下1F 交流サロン前」です☆

