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	 外国の文化に触れる機会の創出及び、外国人市民と地域住民との友好の促進を目的に毎

年開催している「国際ふれあいフェア」を、今年度も下記のとおり開催します。	 

	 さいたま市の海外姉妹・友好都市を中心とした世界の文化を、飲食物や民芸品の販売、

ステージイベントなどを通して体験できるイベントです。	 

	 

記	 

	 

１	 日時	 

	 平成２７年１０月１１日（日）	 １１：００〜１６：００	 

	 ※雨天決行、荒天時は１２日（月・祝）に順延	 

２	 会場	 

	 ＪＲ浦和駅東口駅前市民広場	 

３	 内容	 ※出店者、スケジュールは別紙のとおり	 

（１）海外姉妹・友好都市の紹介、国際交流・協力団体の活動紹介	 

（２）飲食物や民芸品などを販売する「ワールドマーケット」	 

（３）フェイスペイントやゲームなどを通し外国人と交流する「ふれあいコーナー」	 

（４）外国の民族音楽やダンスなどを披露する「ステージイベント」など	 

４	 一般の方の問合せ先	 

	 （公社）さいたま観光国際協会	 国際交流センター（日祝休）	 

	 ＴＥＬ	 ０４８—８１３—８５００	 ＦＡＸ	 ０４８—８８７—１５０５	 

	 ※イベント当日はさいたまコールセンター（０４８−８３５−３１５６）へ	 

国際ふれあいフェア２０１５〜未来にひろがる海外姉妹・友好都市〜を開催します	 

	 

記	 者	 発	 表	 資	 料（２７-０２５）	 

平成２７年１０月	 ５日（月）	 

<本状に関する問合せ先> 
 

国際交流センター	 	 安藤・本間	 

TEL：048-813-8500	 FAX：048-887-1505	 
	 

広報宣伝事業担当	 	 遊馬・五味	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：koho@stib.jp	 

URL：http://www.stib.jp	 

Twitter：@SaitamaTIB	 
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■ワールドマーケット出店者	 

	 １	 ベルギービール	 バービーズ【Belgian	 Beer	 Bar	 BARBEE'S】	 

区分：飲食店	 

内容：樽生ベルギービール、ソーセージの盛り合わせ	 

	 ２	 餡餅（シャービン）【大地の子】	 

区分：飲食店	 

内容：中国の点心	 

	 ３	 みやぎ石巻	 希望の環プロジェクト【希望の環】	 

区分：飲食店	 

内容：宮城県石巻の郷土料理	 

	 ４	 菓子処	 加藤製菓【前地通り商店会、菓子処	 加藤製菓】	 

区分：飲食店	 

内容：日本の伝統菓子	 

	 ５	 焼小籠包【上海Ｄｅｌｉｃａ】	 

区分：飲食店	 

内容：上海名産	 焼小籠包	 

	 ６	 からあげ専門店	 鶏笑	 

区分：飲食店	 

内容：中津からあげ	 

	 ７	 セニョール	 カクトゥス	 

区分：飲食店	 

内容：メキシコの食べ物、飲み物	 

	 ８	 インドエスニック料理＆バー	 ダナパニ	 

区分：飲食店	 

内容：ナン、カレー、ロールチキン	 
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	 ９	 さいたまハーモニーライオンズクラブ	 

区分：飲食店	 

内容：日本のＢ級グルメ、焼きそば、ソフトドリンクなど	 

１０	 ロシアの親子会	 カリンカ	 

区分：飲食店	 

内容：ロシアの民芸品、伝統食品	 

１１	 ＵＲａＷＡ	 ＢＡＳＥ	 

区分：飲食店	 

内容：アメリカのハンバーガー	 

１２	 シルクロードアパンディン	 

区分：飲食店	 

内容：シシカバブ、ケバブ	 

１３	 ＪＩＣＡ東京	 

区分：活動紹介	 

内容：写真展示	 

１４	 埼玉県青年国際交流機構	 

区分：活動紹介	 

内容：国際交流活動の紹介	 

１５	 さいたま市国際ＮＧＯネットワーク	 

区分：活動紹介	 

内容：活動紹介、クイズ	 

１６	 Le	 Velo	 Indigo（ル	 ヴェロ	 アンディゴ）	 

区分：物品販売	 

内容：タイの民芸品、アクセサリー	 
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１７	 姉妹都市メキシコの民芸雑貨【アルテ	 シマダ】	 

区分：物品販売	 

内容：メキシコの民芸雑貨	 

１８	 アンデスの心	 

区分：物品販売	 

内容：ペルーの民芸品	 

１９	 認定ＮＰＯ法人日本雲南聯誼（れんぎ）協会大宮支部	 

区分：物品販売	 

内容：活動紹介、民族手芸品の販売、民族衣装の試着	 

２０	 エジプト輸入雑貨	 Ｒａｎｉａ	 

区分：物品販売	 

内容：エジプトの輸入雑貨	 

２１	 キラキラを支える会	 

区分：物品販売	 

内容：活動紹介パネルの展示、ケニアの民芸品	 

	 

■ふれあいコーナースケジュール	 

	 １１：００〜	 民族衣装体験	 

	 １２：００〜	 ジェンズ（中国の遊び）	 

	 １２：２０〜	 ピニャータ（メキシコの遊び）	 

	 １２：５０〜	 民族衣装体験	 

	 １３：５０〜	 ＥＮＧＬＩＳＨ	 ＭＡＧＩＣ講座	 

	 １４：２０〜	 ピニャータ（メキシコの遊び）	 

	 １４：５０〜	 民族衣装体験	 

	 ※フェイスペイントを１１：００から１５：３０まで行います	 
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■ステージイベントスケジュール	 

	 １１：００〜	 開会・挨拶	 

	 １１：１５〜	 Ｍａｔａｏｒａ（タヒチアンダンス）	 

	 １１：４０〜	 セヨゴ（韓国打楽器演奏）	 

	 １２：００〜	 Ａｈａ３ｄｅ（アフリカンダンス）	 

	 １２：１７〜	 ゆるキャラ®グリーティング（つなが竜ヌゥ、パルコアラ）	 

	 １２：２２〜	 ダンサ・メヒカーナ（メキシコ舞踊）	 

	 １２：４７〜	 Ｂａｓｈａｍｉｃｈｉ	 Ｂｏｙｓ（アメリカンバンド）	 

	 １３：０７〜	 ｈａｒｓｈａｖｉｎａ（ベリーダンス、ボリウッドダンス）	 

	 １３：３２〜	 Ｔｈｅ	 Ｒｏｔａｒｙ	 Ｖｏｉｃｅｓ（男性合唱）	 

	 １３：５２〜	 姉妹都市クイズ	 

	 １４：０７〜	 Ｍａｋａｌａｐｕａ	 Ｈｕｌａ（フラダンス）	 

	 １４：２７〜	 ブロコ大宮（サンバ）	 

	 １４：４５〜	 ゆるキャラ®グリーティング（つなが竜ヌゥ、パルコアラ）	 

	 １４：５３〜	 カプアヘイラニ	 ダンススタジオ（キッズフラダンス）	 

	 １５：１３〜	 二胡祐友会（二胡演奏）	 

	 １５：３３〜	 Ａｎｇｅｌ	 Ｖｏｉｃｅ	 ｗｉｔｈ	 Ｆｒｉｅｎｄｓ（キッズゴスペル）	 

	 １５：５１〜	 閉会	 

	 

	 

	 

	 さいたま市の海外姉妹・友好都市	 ※提携年月日順	 

	 	 １	 メキシコ合衆国	 トルーカ市	 

	 	 ２	 中華人民共和国	 鄭州（ていしゅう）市	 

	 	 ３	 ニュージーランド	 ハミルトン市	 

	 	 ４	 アメリカ合衆国	 リッチモンド市	 

	 	 ５	 カナダ	 ナナイモ市	 

	 	 ６	 アメリカ合衆国	 ピッツバーグ市	 

	 


