
　　　　※当日、プログラム等変更の場合があります。

時間 時間

舞踊・音楽［大規模］ 舞踊・音楽 ［中規模］ ［A］ワークショップ系 ［B］ワークショップ系 ［A］クイズ＆トーク系 ［B］着付け､体験型

10:00 ●10:00- 開会・挨拶 10:00 ●10:00-10:30 ●10:00-10:30 ●10:00-10:30 ●10:00-10:30 ●10:00-10:30 ●10:00-10:30 

　フェスティバル実行委員長 ブラジルの遊び 韓国式 ストリートチルドレンの マラウィの国紹介　🎤

　三鷹青年会議所理事長 　バタタケンチ　✋ 　ジャンケン大会　🎤 　生活を知ろう・クイズ　🎤 マラウィ共和国の

東京外国語大学ﾌﾞﾗｼﾞﾙ研究会 （KCC） ストリートチルドレンを考える会 　大学生支援基金の会

●10:20-10:35 ブラジル　 メキシコ､フィリピン　 マラウィ　

和太鼓 #C39 ＃K #A12 #C02

10:30 井の頭鼓響 10:30 ●10:30-11:00 ●10:30-11:00 ●10:30-11:00 ●10:30-11:00 ●10:30-11:00 ●10:30-11:00

日本　 スペイン語を歌いながら 世界の子どもたちの ブラジルのボール相撲　 ✋ モーリタニアの民族衣装

スリランカ古典舞踊　♫ 　楽しみましょう　♫ フェアトレードって何？　🎤 　似顔絵　 ✋ メラッファの着付け体験　👚

スリランカダンスチーム・アジャ CANTANDO CON ALEGRIA るま・ばぐーす 永田未希子 日本ブラジルサポートの会 日本モーリタニア友好協会

●10:50-11:30 スリランカ　 アンデスの心　　　　　ペルー アジア､アフリカ､中南米　 （KCC） ブラジル　 モーリタニア・イスラム共和国　

ゴスペル ＃K #A11 #B11 ＃K #A10 #C12

11:00 URUHAMO　ウルハモ 11:00 ●11:00-11:30 ●11:00-11:30 ●11:00-11:30 ●11:00-11:30 ●11:00-11:30 ●11:00-11:30

アメリカ　 バングラデシュの踊り　♫ コーヒー飲み比べ！ 世界のクイズに答えて パキスタンの

トルコのベリーダンス　♫ NIPPON BENGAL 　ラオスコーヒーはどれ？🎤 ゾウさんバランスゲーム　✋ 　クーポン券をゲット！　🎤 　民族衣装体験　👚

（KCC）　 　　FRIEND's CIRCLE 学生団体フェアトレード アニム・プロジェクト （KCC） パキスタンの会

トルコ　 バングラデシュ　  ドリップパックプロジェクト ケニア　

＃K #A18 ラオス　　　　　　　　　　　　　＃B17 #C03 ＃K #C43

11:30 11:30 ●11:30-12:00 ●11:30-12:00 ●11:30-12:00 ●11:30-12:00 ●11:30-12:00 ●11:30-12:00

●11:35-11:50 スパニッシュギターで イスラムの フィリピン式 キミもアナタも　👚

サンバ インドネシア舞踊　♫ 　奏でる世界音楽　♫ スワヒリ語入門　🎤 　子どもたちのぬり絵　✋ 　ジャンケン大会　🎤 　マサイの戦士に変身だ！

東京外国語大学ブラジル研究会 インドネシア ゴーヤングリダ 在日本ルーマニア商工会議所 特活）キ・アフリカ ソマリアを支援する会 （KCC） サイディアフラハを支える会

ブラジル　 インドネシア　 ルーマニア　 アフリカ　 ソマリア　 ケニア　

●11:50-12:05 #C45 #A14 #C04 #C06 ＃K #C13

12:00 挨拶　MISHOP代表理事 12:00 ●12:00-12:30 ●12:00-12:30 ●12:00-12:30 ●12:00-12:30 ●12:00-12:30 ●12:00-12:30 

　　　  三鷹市長 アメリカン・マジシャン　♫ Breathing 一緒に作ろう パラグアイの

タイのムエタイ･チャンピオン ♫ Wonderful Wonder 　Exercise　🎤 　ガーナビーズの作品　✋ スペイン語ミニ･レッスン　🎤 　民族衣装体験　👚

　デモンストレーション 　高校生パフォーマー TELL いのちの電話 ハート オブ ガーナ アンデス・アルテ 特活）フンダシォン

タイ　 （KCC）　　　　　　アメリカ ガーナ　　 ペルー　 　　マーノ・ア・マーノ

●12:25-12:55 ＃K #C22 #C07 #C25 パラグアイ　　　　　　　　　　＃C18

12:30 ロック 12:30 ●12:30-13:00 ●12:30-13:00 ●12:30-13:00 ●12:30-13:00 ●12:30-13:00 ●12:30-13:00 

THE BEATMASTERS ブルキナファソの おとぎ話しの絵を バングラデシュ･サリーの

ザ・ビートマスターズ ラテンアメリカダンス　♫ タイのフルーツカービング ♫ 　パネル展示と活動紹介🎤 　描いてみよう　✋ 着付けデモンストレーション　👚

イギリス　 カントゥタ 日タイ文化交流協会 特活）緑のサヘル NPO法人 ピープルズ・ホープ・ジャパン 特活）国際エンゼル協会

ペルー　 （KCC）　　　　　　　　タイ ブルキナファソ　 カンボジア､ミャンマー　 バングラデシュ　

＃C41 ＃K #C10 #C08 #C20

13:00 13:00 ●13:00-13:30 ●13:00-13:30 ●13:00-13:30 ●13:00-13:30 ●13:00-13:30 ●13:00-13:30

ラオスを知ろう！ 🎤 フィリピンと日本の フランスの

ゴスペル　♫ 特) 日本国際 まちづくりワークショップ　🎤 ネパールクイズ　🎤 　ペタンクゲーム　✋

URUHAMO 　　　ボランティアセンター NPO法人ハロハロ ヒマール テイ（ネパール大使館） ル・ヴェロ アンディゴ

●13:20-13:50 アメリカ　 ラオス　 フィリピン　 ネパール　 フランス　

アフリカ音楽 ＃A17 #C09 #B13 #B19 #C26

13:30 ムクナバンド 13:30 ●13:30-14:00 ●13:30-14:00 ●13:30-14:00 ●13:30-14:00 ●13:30-14:00 ●13:30-14:00

アフリカ　　 Think For Girls　🎤 フェアトレード ベネズエラ

クラシック バイオリン　♫ コミカルトランペット演奏  ♫ 途上国の女の子たちについて考えよう 「世界とつながる｣クイズ　🎤 　カカオのお話し　🎤 中国結び(人形づくり)　✋

（KCC）　 タカパーチ 国際NGOプラン・ TASラボ ベネズエラ Teaｍ アジア・アフリカ語学院

ヨーロッパ　 （KCC） 　　　インターナショナル ベナズエラ　

＃K ＃K アジア､アフリカ､中南米　　　＃C19 #B12 #C01 #B34

14:00 14:00 ●14:00-14:30 ●14:00-14:30 ●14:00-14:30 ●14:00-14:30 ●14:00-14:30 ●14:00-14:30

アンデス民族舞踊　♫ ネパールの横笛　♫ （子ども向け） バングラデシュの インドの伝統

●14:10-14:35 クントゥル ラテンアメリカ 　バンスリの演奏 アフガニスタンクイズ　🎤 　パレスチナを知ろう！ ✋ 　音楽とゲーム　✋ 　ボディペイント体験　✋

フラメンコ 　　カルチャー プラン パンチャ・ラマ 駐日アフガニスタン大使館 特活) パレスチナ コポトッコ バングラデシュ チニーズ

estudio Tornillo ペルー　 （KCC）　　　　　ネパール アフガニスタン 　　子どものキャンペーン バングラディシュ　 インド　

スタジオトルニージョ #C44 ＃K #B18 パレスチナ　　　　　　　　　　＃C11 #C21 #C27

14:30 スペイン　 14:30 ●14:30-15：00 ●14:30-15:00 ●14:30-15:00 ●14:30-15:00 ●14:30-15:00 ●14:30-15:00

（少年少女国連大使）🎤　 （子ども向け） 知ってびっくり！イスラエル バングラデシュの民族衣装

ロシアミッション　🎤　 ウズベキスタンダンス　♫ ルワンダクイズ　🎤 ペーパービーズを作ろう！　✋ 　フォークダンス教室　♫ 　サリーの着付け体験　👚

シルクロードベーカリー シェル 学生団体 Femme Café 学生NGO ALPHA イスラエル大使館 特活）シャプラニール

ウズベキスタン、キルギス ルワンダ　 フィリピン　 イスラエル　 バングラデシュ、ネパール　

●14:55-15:25 　　　＃C42 #B16 #A13 #B20 #C05

15:00 デキシーランドジャズ 15:00 ●15:00-15:30 ●15:00-15:30 ●15:00-15:30 注釈） ●15:00-15:30 ●15:00-15:30

The Dixie Railroaders みんなで盛り上がろう！ ブラジルの音楽 ♫     音楽や舞踊、音あり 民族衣装を着て

アメリカ　 　アフリカンミュージック　♫ 　ショーロ　♫ 🎤　　トーク等、マイク音あり 　写真を撮ろう　👚

アフリカ文化交流　アフリーク アルヂ・ブラジレイラ 👚　　民族衣装着付け等 ココナッツの会

アフリカ　 （KCC）　　　　　ブラジル ✋　　ワークショップ､体験型等 ベナン　

●15:25- フィナーレ #C40 ＃K #C17

15:30 ●15:30- 閉会・挨拶 15:30

●　第30回三鷹国際交流フェスティバル　MISHOP WORLD 2019　メインステージおよびアトラクション　タイムスケジュール

メインステージ WBA [１] WBA [２] WBA [４]WBA [３]　　(フェアトレード＆NGO)


