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キッズコーナー

イースターのモチーフのクラフトやぬり絵、海をテーマにした
ボールプール、外国の絵本やおもちゃコーナー、お月見のク
ラフト（先着30名）、ハロウィンコスチューム、フォトコーナー、
ケニアのクリスマスをテーマにしたゲームをします。

ワールド・スポット

和文化

ワールド・アクティビティ

ワールド・エリア

団体展示
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ギャラリーアイーナ

国際交流センター

アイーナ
スタジオ

県民プラザ 事務所

501会議室

環境学習
センター

エレクトロニック・
ツリー

国際交流センター内　語学学習コーナー

手本のないオリジナルの書を書いてみませんか？
（指導：伊藤康子 先生）

（11：00～11：15、14：00～14：15　英語での紹介）
岩手の伝統工芸南部鉄器を職人自らが紹介します。

子ども向けの簡単折り紙から大人向けの折り紙まで、 様々な折り
紙の折り方を体験しましょう！

中国の切り絵に挑戦、子どもも楽しめるフィリピンのゲーム、タイ
語でネームカード作り、バングラデシュの観光地紹介

ドキドキの海外！県内の高校生が中国、オーストラリ
ア、台湾の海外派遣事業に参加した体験についてお
話しします。

10:30
~11:00

11:10
~12:50

『オリンピックの前に知っておきたい！』
～日本と韓国のつながり～
韓国人なのに日本代表としてベルリンオリンピックの
男子マラソンに出場し、金メダルを獲得した孫基禎

（ソン・キジュン）さんをテーマに考えます。

『知ってほしい！留学・インターンシップのすばらしさ★』
留学、ちょっと興味あるけど、私は無理かな・・と思って
いませんか？まずは留学した方々からざっくばらんに
体験談を聞いてみましょう！

『スマホから考える世界・わたし・SDGs』
スマホの生産工程の中で起きている問題とは何なの
か!?身近なスマホを切り口に、国際問題について迫り
ます。

13:10
~14:00

14:15
~15:30

世界の飲み物　１杯 100円
コーヒー(ネパール、エチオピア) / 紅茶(ミャンマー、スリラン
カ、イギリス) / 美女ザクロドリンク(韓国) / 紫トウモロコシの
ジュース(ペルー) / 黒ごまドリンク(中国)  など

一皿盛り放題 200円
ドイツの「カッチェン」、ブラジルの「パソキッタ」、南米の「チ
チャロン（豚皮の唐揚げ）」など、なかなか日本で味わえな
い、世界のお菓子をお楽しみください。
※お持ち帰りはできません。

国際交流センター・501会議室

岩手の食材を使ったおにぎり作り !  外国人にとっては日本
の食文化を学ぶ機会に、日本人は改めて食文化を見直す機
会に・・・ぜひチャレンジしてみませんか？
※おにぎりを作ったことがない方（外国人・お子様）を優先させてい
ただく場合があります。

出店店舗①　カラコマ
お肉、お魚、乳製品、卵、白砂糖、化学調
味料を使っていない、100％ベジフー
ド。今回は中華なフードを準備してお
待ちしております。

マクロビ中華丼   ・・・・・・・・・・・・ 1 0 0 食   5 0 0円
※写真はイメージです。

出店店舗②　ピネムの森
ビーガンの方にも楽しんで頂けるよう
な自家製大豆フムスとたっぷり野菜の
サンド、マフィン各種取り揃えてお待ち
しています！ ※写真はイメージです。

大豆フムスとたっぷり野菜のサンド
自家製ピクルス付き  ・・・・・・・・・・・・100食 500円
※ビーガンマフィンも販売予定（約100個）

ドイツで修業したオーナーシェフが作
るドイツ料理のお店。今回は岩手在住
のドイツ人の方とコラボしたメニュー
を考案しました♪

出店店舗③　シュパーゲル

※写真はイメージです。

ドイツの前菜の盛合わせ ・・・・ 約 1 0 0食  5 0 0円

キューバの遊び
Tierray Mar、Donkey’s tail
スペインの遊び
Hopscotch
フィリピンダンス
MCC/Bayanihan Iwateによる歌とダンス、バンブーダンス
 ー 昼食・休憩 ー
★インターナショナルダンスタイム★
各国・地域の踊りでつなぐ世界の輪！締めは盛岡さんさ！
アフリカの遊び
ニャマニャマニャマ、ホットポテトゲームの罰ゲームは秘密
の質問！？
インドネシアの読み聞かせ
インドネシアの巨人、ラクササにまつわる昔話を伝統楽器
の演奏とともに。
キャンディータイム
ゲームに挑戦してお菓子をもらおう！

10：30～

11：00～

11：30～

12：00～
13：00～

14：30～

15：00～

15：30～

アメリカの部屋　
アメリカの映画館風の部屋で、映画をみながら英語でおしゃべり。
韓国の部屋　
韓国の楽器や民族衣装・チマチョゴリに触れられる部屋。
インドネシアの部屋　
伝統的影絵の舞台風の部屋で、昔話や楽器の音色を聴こう！

台湾の縁結びの神様を拝もう＆台湾夜市の遊び体験、ロシアの
子供の遊び、エチオピアのアムハラ語でプラバン作り、ドイツのミ
ニクイズ、エクアドルのガラパゴス諸島、アメリカのアパラチア音
楽の文化と歴史、モンゴル、ベトナム、ネパール、スリランカ、タンザ
ニア、アイルランド、スペイン、キューバ、エルサルバドル、アルゼン
チン、ニュージーランドの紹介
※外国人によるフェイスペインティングブース、編み物展示ブー
スもあります。

（10：30～13：00、14：30～16：00）
ネイティブスピーカーと一緒に、英語を使った３種類のゲームに
挑戦してみませんか？

　★13：00～インターナショナルダンスタイムの詳細★
　①  阿部 アユイスカンダル さん （インドネシア・ジャワ舞踊）
　②  ハブタム さん （エチオピア・舞踊）
　③  吉田 アレクサンドラ さん （ロシア・舞踊）
　④  Neferさん （中東・ベリーダンス）
　⑤  ジャヤーニさん （スリランカ・キャンディアンダンス）
　⑥  パビトラさん （ネパール・舞踊）
　⑦  西村 セシリア さん、工藤 シンティア さん （フィリピン・イグロットダンス）
　⑧  長野 衣莉 さん（台湾・民族舞踊）
　⑨  和 青さん （中国 雲南省・民族舞踊）
　⑩  イ セフン さん （韓国・テコンドーの型披露他）
　⑪  出演者・参加者全員 （日本・盛岡さんさ踊り）

4F&5F

プログラム＆会場図

ワールド・カフェ World Cafe

お菓子いバイキング
お　   か　  し

Sweets (OKASHII) Buffet

おにぎり作り体験 Onigiri making experience
協力： JAいわて中央女性部

ワールド・ランチ
（11:00～無くなり次第終了）

World Lunch

４階　県民プラザ

ギャラリーアイーナ

５階　国際交流センター

４階　県民プラザ

５階　ギャラリーアイーナ

ギャラリーアイーナ

ギャラリーアイーナ

ゲーム＆ダンス Game&Dance

英語ゲームコーナー English game corner

ラグビー Rugby

アイーナスタジオ、県民プラザ
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いわてウインターリゾート協議会 
ウィンタースポーツ気分を味わってみよう！ミニ・モービルも登場します。

 国際協力機構ＪＩＣＡ東北

盛岡国際交流協会 / 岩手県青年国際交流機構 /日本中国友好協会
岩手県連合会・盛岡支部 / 岩手県中国人会 / アムネスティ・インター
ナショナル日本 / 日本ユーラシア協会 岩手県連合会 / 新ダーナの輪
の会 / アーラム大学SICE・ホストファミリー会 / ヒッポファミリークラブ 
/ 盛岡善意ガイドの会 / 岩手・デンマーク友好協会 / 岩手県ユニセフ
協会 / 岩手県青年海外協力協会 / 岩手県海外派遣 オーストラリア・
台湾＆中国雲南省 / 岩手県科学ILC推進室/ 2020東京オリンピック・
パラリンピックの県内ホストタウンの状況のパネル展示など

3B

１

1A

1B

1C

４

５
2C

3A

※　プログラムは予告なしに変更する場合がございます。

World Activity

World Area

World Spotlight

World Cafe & Lunch

Japanese Culture

ワークショップ Workshop Corner

International exchange organizations

賛助会員　特典サービス！
ドリンク一杯とお菓子い（おかしい）バイキング１回分をサ
ービスいたします。引換券をカフェにお持ちください。

ラグビーワールドカップ2019™釡石開催に向け、ゴールキック体
験、ラグビーの魅力をご紹介！

協力：岩手県ラグビーワールドカップ2019推進課 / 岩手県ラグビ
ーフットボール協会

書道 Calligraphy

南部鉄器 Nanbu Ironware

折り紙 Origami
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Iwate Citizen’s Plaza

Galleria Aiina

Conference Room 501

International Exchange Center

Studio Aiina

Environmental 
Studies Center

Electronic Tree
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