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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２０１６〜海外姉妹・友好都市を知ってる？〜」

を、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盛りだくさんの内容で、子どもから大人まで楽しめるイベントで

す。	 

	 

記	 

	 

１	 日時	 

	 平成２８年１０月９日（日）	 １１：００〜１６：００	 

	 ※雨天決行、荒天時は１０日（月・祝）に順延	 

２	 会場	 

	 ＪＲ浦和駅東口駅前市民広場	 

３	 内容	 ※出展者、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	 

国際ふれあいフェア２０１６〜海外姉妹・友好都市を知ってる？〜を開催します	 

記	 者	 発	 表	 資	 料（２８-０１９）	 

平成２８年９月２９日（木）	 

<本状に関する問合せ先> 
 

国際交流センター	 石川・本間	 

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

広報宣伝事業担当	 大和田・遊馬	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：koho@stib.jp	 

URL：http://www.stib.jp	 

Twitter：@SaitamaTIB	 
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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	 

■ワールドマーケット出店者	 

	 １	 インド料理	 グルプリート	 

区分：飲食販売	 

内容：インドのカレー、タンドリーチキン、ナン等	 

	 ２	 ロシアの親子会“カリンカ”	 

区分：飲食販売	 

内容：ロシアの家庭料理、民族用品、マトリョシカ等	 

	 ３	 スペインバル	 エルマニータ	 

区分：飲食販売	 

内容：	 スペイン料理（パエリア、オリーブマリネ、ワイン、カジョス等）	 

	 ４	 セニョール	 カクトゥス	 

区分：飲食販売	 

内容：メキシコ料理、飲み物	 	 

	 ５	 	 Belgian	 Beer	 Bar	 BARBEE’S	 

区分：飲食販売	 

内容：ベルギービール、ベルギーワッフル	 

	 ６	 I-FIVE	 バーガー	 

区分：飲食販売	 

内容：バーガーとホットサンド	 	 

	 ７	 アンデスの心	 

区分：飲食販売	 

内容：ペルーの料理、民芸品	 	 

	 ８	 ウイグル料理	 
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区分：飲食販売	 

内容：シシカバブ、ケバブ、マンゴーラッシー	 	 

	 ９	 キラキラを支える会	 

区分：物品販売	 

内容：活動紹介の展示、ケニアの民芸品	 	 

１０	 認定 NPO 法人	 日本雲南聯誼協会大宮支部	 

区分：物品販売	 

内容：	 活動紹介、民芸品の販売、民族衣装の試着	 

１１	 さくら・ビジョン・タンザニア	 

区分：物品販売	 

内容：ティンガティンガのカバーノート販売	 	 

１２	 ラ	 テール	 

区分：物品販売	 

内容：インドネシアの民芸品、アクセサリー、バッグ、服等	 	 

１３	 さいたま市国際 NGO ネットワーク	 

区分：活動紹介	 

内容：	 団体活動紹介・クイズ	 

１４	 地球市民学習	 

区分：活動紹介	 

内容：紙芝居、世界の遊び、ムヒカ大統領のことばなど	 	 

１５	 姉妹都市	 メキシコの民芸雑貨	 

区分：物品販売	 

内容：姉妹都市	 メキシコの民芸雑貨	 

１６	 Le	 Velo	 Indigo	 

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	 エジプト輸入雑貨	 Rania	 

区分：物品販売	 

内容：エジプト輸入雑貨	 	 

１８	 チョウタリの家	 

区分：物品販売	 

内容：ネパールの女性たちが作った雑貨（フェアトレード）	 

１９	 手刺繍・手織りの世界	 

区分：物品販売	 

内容：バングラディシュ手芸品	 

２０	 シルクロード雑貨 MAYRAM	 

区分：物品販売	 

内容：ウズベキスタンの雑貨、キルギスの生はちみつ	 

	 

■ふれあいコーナースケジュール	 

	 １１：００〜１５：３０	 フェイスペイント	 

	 １１：００〜１５：３０	 民族衣装体験	 

	 

	 １１：４０〜	 ＥＮＧＬＩＳＨ	 ＭＡＧＩＣ講座	 

	 １２：２０〜	 ピニャータ（メキシコの遊び）	 

	 １３：３０〜	 ダーツ（アメリカの遊び）	 

	 １４：１０〜	 ピニャータ（メキシコの遊び）	 

	 

■ステージイベントスケジュール	 

	 １１：００〜	 開会・挨拶	 

	 １１：１５〜	 二胡演奏（二胡祐友会）	 

	 １１：３５〜	 アフリカンダンス（Ａｈａ３ｄｅ）	 

	 １１：５５〜	 朝鮮（コリア）踊り（埼玉朝鮮初中級学校）	 

	 １２：１５〜	 ゆるキャラ®グリーティング（ヌゥ、パルコアラ）	 

	 １２：３５〜	 ウズベキスタンダンス（ダンススタジオ	 Ｋａｈｏｂ）	 

	 １２：５５〜	 ベリーダンス（ｈａｒｓｈａｖｉｎａ）	 

	 １３：１５〜	 姉妹都市クイズ	 

	 １３：３５〜	 男性コーラス（ロータリーヴォイシーズ）	 
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	 １３：５５〜	 フラダンス（カレイプアラニ大沢フラスタジオ）	 

	 １４：１５〜	 粤劇・広東オペラ（粤劇・広東オペラ	 日本同好会）	 

	 １４：３５〜	 サンバ（ブロコ大宮）	 

	 １４：５５〜	 ゆるキャラ®グリーティング（ヌゥ、パルコアラ）	 

	 １５：１５〜	 タヒチアンダンス（Ｍａｔａｏｒａ）	 

	 １５：４０〜	 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	 

	 

	 


