
プログラム

ホールステージ
（ホール）

盆踊り
木月1丁目町会、
日舞扇乃会、若仁会、
武蔵野太鼓
閉会式

（15:15～ )

ボリヴィア民族舞踊
グループ　パトゥフ

（14:45～ )

台湾の代表的な
伝統民族舞踊
台湾宜蘭懸立復興中学舞踏隊

（14:10～ )

ペルーの民族舞踊
カントゥタペルー

中央アジア・
シルクロードの舞

GULISTON／
グリスタン

ロックジャンベの演奏
宝道

アフリカ伝統音楽
B.B. モフラン

フィリピン各地に伝わる
伝統舞踊
フィリピン民族舞踊団
インラヨグ・フィリピンス

新崎樽囃子
和太鼓祭音
開会式

（15:10～ )

アバタ・カポエイラ
カポエイラ

（14:40～ )

シャドーボクシング、
ミット打ちパフォーマンス、
スパーリング等
川崎新田ボクシングジム
プロボクサー

（14:10～ )

超絶ラテンギター
パフォーマンス
IRVING KOJI

（13:45～ )

ジャグリング
スペイン人ジャグラー　ミルコ

（13:15～ )

留学生によるパフォー
マンス
( 公財 ) 川崎市国際交流協会

キルギス紹介
在日キルギス人協会

（12:45～ )

バルーンアートショー
タエリン

オーストラリア紹介
クラブ・オーストラリア

エクアドル紹介
在日エクアドル人の会
「赤道」

バングラディシュ紹介
TOKYO BIKRAMPUR
STUDENTS　CLUB

クラウン
ふくろこうじ

お琴と尺八の合奏
ぐるーぷ「琴音人」

ジャワ舞踊と影絵芝居
スミリール
～インドネシア・ジャワ
の芸能

（14:50～ )

和太鼓演奏
和太鼓祭音
平間わんぱく少年団

（14:25～ )

座敷のにぎわい
若仁会

（13:35～ )

フラダンス
ヒナノフラ

現代着付・
時代着付ショー
東京衣裳きもの学院
かわさき装芸文化研究会

（13:10～ )

日本舞踊へのお誘い
日舞扇乃会

（12:45～ )

和太鼓演奏
武蔵野太鼓保存会

（12:20～ )

台湾の代表的な
伝統民族舞踊
台湾宜蘭懸立復興中学舞踏隊

（11:55～ )

立廻り剣術のショーと
体験コーナー
魂刀流志伎会

ナーサリーライム
( 英語のわらべ唄 )
ラボ国際交流センター

（11:15～ )

和太鼓演奏
さくらの木保育園

（10:50～ )

中国と日本の歌曲
心曲悠々合唱団

（10:25～ )

中国の四季の歌、腰鼓舞、
朗読など
CJY子供中国語サークル

特設ステージ
（談話ロビー）

ふれあいステージ
（レセプションルーム）

※ステージ企画はすべて無料です。

2019インターナショナル・フェスティバルinカワサキ2019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
・フランス発祥のペタンク［PETANQUE］体験
 （川崎ペタンク・ブール）

《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 平賀教室

《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 （TOKYO BIKRAMPUR STUDENTS CLUB）
・エクアドル紹介 （在日エクアドル人会「赤道」）
・オーストラリア紹介 （クラブ・オーストラリア）
・キルギス紹介 （在日キルギス人協会）
・バルーンアート・ショー （タエリン）
・留学生によるパフォーマンス （川崎市国際交流協会）
・ジャグリング （スペイン人ジャグラー ミルコ）
・超絶ラテンギターパフォーマンス （IRVING KOJI）
・シャドーボクシング、ミット打ち、スパーリング等 （川崎新田ボクシングジム プロボクサー）
・カポエイラ （アバタ・カポエイラ）

《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・横浜）
・ミット打ち体験 （川崎新田ボクシングジム）
・大漁旗旗振り体験 （かわさき大黒旗）
・太陽光発電とソーラークッキングの実演 

（ソーラーチーム・かわさき市民共同おひさまプロジェクト）

《団体活動展示》展示ロビー
・ラボ国際交流センタ－　　　　・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
・ボーイスカウト・ガールスカウト中原区協議会（ボーイスカウトグループ）
・ボーイスカウト・ガールスカウト中原区協議会（ガールスカウトグループ）
・映像オペラを楽しむ会　　　　・日本ベトナム友好協会川崎支部
・川崎・エジプト親善協会　　　・在日エクアドル人会「赤道」
・川崎市外国人市民代表者会議　・神奈川県ユニセフ協会

《世界の料理》屋外駐車場
・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

／グローバル文化協働支援センター、”アジ庵美味1･2･3”
・台湾料理／NPO法人華文會
・中華料理／美遊JAPAN
・インドネシア料理／インドネシア asian goyanglidah
・ペルー料理／クントゥル ラテンアメリカ カルチャー プラン
・ハラール料理／サパナマハル
・ボリヴィア料理／グループパトゥフ
・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
・牛タンつくね焼き・ホタテ串焼き／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）
・ラオスソーセージとラオスビール／川崎ラオス友好協会
・エジプト料理／ナイルエジプト料理
・トルコ料理／サンケバブ
・アジア料理／HERB&SPICE

《世界の物産》駐輪場
・ベトナムの花のお茶とお菓子の試食販売  

（グローバル文化協働支援センター）
・スリランカ・セイロンティーの試飲販売

（ピーケントレーディング＆ツアーズ（株））
・ボリヴィア民芸品の販売、ハンモック体験  （グループ パトゥフ）
・商品の紹介、フェアトレードバナナの試食 

（生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ）

《ふれあいステージ》レセプションルーム
・ジャワ舞踊と影絵芝居

（スミリール～インドネシア・ジャワの芸能～）
・新崎樽囃子 （和太鼓祭音）
・開会式
・フィリピン各地に伝わる伝統舞踊

（フィリピン民族舞踊団インラヨグ・フィリピンス）
・アフリカ伝統音楽 （B.B.モフラン）
・中央アジア・シルクロードの舞 （GULISTON/グリスタン）
・ロックジャンベの演奏 （宝道）
・ペルーの民族舞踊 （カントゥタペルー）
・台湾の代表的な伝統民族舞踊 （台湾宜蘭県立復興中学舞踊隊）
・ボリヴィア民族舞踊 （グループパトゥフ）
・盆踊り （木月1丁目町会、武蔵野太鼓、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

　　　　　・バルーンアート体験教室 （タエリン）
　　　      ・スタンプラリー ゴール　　  （川崎市国際交流協会）

世界と出会う部屋

出演者・
ボランティア受付

特設ステージ

お楽しみ体験コーナー

お楽しみ体験コーナー

お楽しみ体験コーナー

《協賛企業紹介》
・協賛企業の紹介　（協賛企業）

世界の料理　エコステーション
使用済みエコ容器回収場所あり

2F図書資料室前

《ふれあい体験コーナー》
 2F〈図書・資料室横〉
・誰でもできる水引工芸！
 （日本伝統工芸水引研究会）
・ククイ付トロピカルフラワーストラップ作り 

（Naniloa Kapakuiki ハワイアンキルト川崎支部）
《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
・若仁会　　　　　　　・川崎エスペラント会
・日本語ボランティア友の会

ステージ企画

体験企画
《情報提供》
・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）
・外国人相談 （渉外行政書士協会）

展示企画

駐輪場
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《特別展示》ホール ホワイエ
・アメリカ・ボルチモア市姉妹都市提携40周年
　記念　展示
・東京2020大会 オリンピック・パラリンピック
　関連展示

《ふれあい体験コーナー》情報ロビー
・生け花、アレンジ体験 （青蘭流川崎支部）
・押し花ボールペンづくり （川崎フラワーデザイン協会）
・エコクラフトで作る小さなカゴ・小物入れ 

（ボーイスカウト・ガールスカウト中原協議会）
・ブラジルのサッカーゲームのフットメザ体験 

（フットメザ）　
　　
 
 

《世界の物産》談話ロビー
・手工芸・フラワー作品 （日本フラワー紫穂協会）
・世界各国の物品と手作り品 （川崎ＪＩＣＡボランティアの会）
・ペルーの民芸品 （クントゥル　ラテンアメリカ　カルチャー　プラン）
・国際協力ＮＧＯの活動紹介および、支援物品販売
 （認定NPO法人日本国際ボランティアセンター（ＪＶＣ））
・エクアドルの民芸品 （インバヤ）
・日本の木製玩具（コマ、けん玉）、民芸品 （博進社）
・オリジナルカレースパイス、紅茶、民芸品 （認定ＮＰＯ法人ＥＳＡアジア教育支援の会）

《お楽しみ体験コーナー》玄関前広場
・ダーツ・射的体験 （和太鼓祭音）
・しゅりけんの的あてゲーム （魂刀流志伎会）
・缶バッチ・キーホルダーづくり （オスカル）
・昔遊びをしよう！（コマ、けん玉、缶ぽっくり、竹馬、水鉄砲など） 

（川崎市国際交流協会）
・ペーパーフラワーのワークショップ
　　　　　英国代表チーム を応援しよう！

（川崎市市民文化局市民文化振興室）
・てのひらアートキャラバン～かわパラ2019～ 

（川崎市オリンピック・パラリンピック推進室）
・ふろん太くんが遊びに来るよ〔10:30～11:30〕 

（川崎フロンターレ後援会）

《ホールステージ》
・お琴と尺八の合奏 （ぐるーぷ「琴音人」）
・中国の四季の歌、腰鼓舞、朗読など
 （CJY子供中国語サークル）
・中国と日本の歌曲 （心曲悠々合唱団）
・和太鼓演奏 （さくらの木保育園）
・ナーサリーライム＜英語のわらべ唄＞
 （ラボ国際交流センタ－）
・立ち廻り剣術のショーと体験コーナー（魂刀流志伎会）
・台湾の代表的な伝統民族舞踊 

（台湾宜蘭県立復興中学舞踊隊）
・和太鼓演奏 （武蔵野太鼓保存会）
・日本舞踊へのお誘い （日舞扇乃会）
・フラダンス （ヒナノフラ）
・現代着付・時代着付ショー 

（東京衣裳きもの学院・かわさき装芸文化研究会）
・座敷のにぎわい （若仁会）
・和太鼓・民舞、日本の祭り 

（和太鼓祭音と平間わんぱく少年団）

世界の物産

《お楽しみ体験コーナー》車寄せ
・燃料電池自動車同乗体験 （川崎市環境局地球環境推進室）
・高圧洗浄の実演と体験、ミスト （フジクス株式会社）
・人力車体験乗車 （せせらぎ人力車倶楽部）

《世界と出会う部屋》第2・3会議室
・国際語エスペラント語早わかり講座 （川崎エスペラント会）
・子ども多言語読み聞かせ、外国人生活寸劇 

（多文化活動連絡協議会）
・世界一周！旅行ゲーム〔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、SDGs展示〔4.教育、16.平和〕 

（川崎市国際交流協会）

《抹茶体験コーナー》茶室 木月庵
・「七夕茶会」茶道を楽しもう！ （茶道裏千家淡交会 川崎青年部）
・茶道具関係、抹茶、干菓子などの販売 （川崎国際交流茶道研究会）

お楽しみ体験コーナー

協賛団体コーナー

お楽しみ体験コーナー 特別会議室前道路

ピクニックシート
使用ＯＫ！

《お楽しみ体験コーナー》特別会議室前道路　
14:00～15:00
・競技用車いす走行デモンストレーション
　と体験　　　　　　（川崎市国際交流協会）
・大漁旗旗振り　　　　　（かわさき大黒旗）

★スタンプラリー★
ゴール地点（地下）
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マップの★マークはスタンプラリーチェックポイントです


