
参加日程

踊り

（公財）岩手県国際交流協会
〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1
アイーナ5F 国際交流センター内

定員

今年も岩手県国際交流協会は「世界はともだち」グループとして
盛岡さんさ踊りに出場します！そこで、日本人・外国人共に一緒
に参加して頂けるメンバーを募集中です！
みなさんも当協会のメンバーとして一緒に参加しませんか？
ぜひさんさ踊りを通じて国際交流をしましょう！

問い合わせ

応募方法

練習場所

練習日

参加条件
８月３日（木）

第２（七夕くずし）

主催（公財）岩手県国際交流協会、国際交流センター

約100名（先着順）

Tanabata Kuzushi

DANCE VERSION

No. of participants

Be able to participate in all of the full practice sessions.

July 12 (Wed.) 18:00 – 20:00 

July 23 (Sun.) 15:00 – 17:00  

July 30(Sun.) 15:00 – 17:00

Participation Requirements

Practice days

Practice Location

Hikari Plaza, the space in front 

of Malios

To Apply

Please submit via our home page. 

(http://www.iwate-ia.or.jp) 

Contact

Iwate International Association

Within the International Exchange 

Center of Aiina 5F, 

Morioka-eki Nisidori 1-7-1,

Morioka, Iwate 020-0045 JAPAN

Tel: 019-654-8900

E-mail: sansa@iwate-ia.or.jp

Tel: 019-654-8900
Eメール:  sansa@iwate-ia.or.jp

The Iwate International Association’s “Friends with the World” team will once 

again take part in the Morioka Sansa Odori festival!

We are currently looking for people who are interested in participating in the 

festival with a team alongside both Japanese and foreign participants.

Take part in some international exchange at Sansa Odori! 

Thu., August 3

Approx. 100

グループ

Recruiting participants for the Iwate International Association 

Morioka Sansa Odori Team “Friends with the World”

参加者募集！

全体練習日に必ず参加できること。

7月12日（水）18時～20時
7月23日（日）15時～17時
7月30日（日）15時～17時

岩手県国際交流協会

マリオス前広場、光の広場

ホームページからご応募ください。
（http://www.iwate-ia.or.jp）

Organizer: Iwate International Association

・賛助会員の方を優先させていただきます。
・募集定員になり次第、募集を締め切らせてい
ただきます。
・太鼓、笛を希望の方は、各自ご用意をお願い
します。ジャンベ、マラカス等の民族楽器をお
持ちの方もぜひご応募ください。
・太鼓、笛の方は、経験者のみ募集します。当
協会での指導はいたしません。
また、太鼓、笛の貸出は行いませんのでご了承
ください。
・浴衣、海外の民族衣装はご自身でご用意をお
願いいたします。

Note:
Association supporting members will be 

prioritized. 

We will stop accepting applications once we 
reach our participant capacity.

You must make your own individual 
arrangements for taiko drums and flutes. We 
warmly encourage those who have their own 
traditional instruments (djembe, maracas, etc.) 
to join us as well.

For those interested in applying for taiko drum 
or flute, we are currently only accepting people 
with previous experience. The association does 
not give any lessons. We do not rent out taiko
drums or flutes to participants.

As for yukata or traditional clothing, you are 
responsible for sorting out your own 
arrangements for the event.


