
❖ あーすフェスタかながわ 2019 後援団体

（京浜急行 日ノ出町駅隣）

外務省、中華人民共和国駐日本国大使館、駐横浜大韓民国総領事
館、一般社団法人神奈川県日本中国友好協会、神奈川県日韓親善
協会連合会、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会、横浜市国際
局、川崎市、相模原市、公益財団法人横浜市国際交流協会、公益
財団法人川崎市国際交流協会、相模原市国際化推進委員会、神奈
川県教育委員会、神奈川新聞社、ＮＨＫ横浜放送局、tvk（テレビ
神奈川）、ＦＭヨコハマ、一般社団法人神奈川県商工会議所連合
会、神奈川県商工会連合会、日本労働組合総連合会神奈川県連合
会、横浜商工会議所、一般財団法人自治体国際化協会、国際交流
基金、一般社団法人日本アジア人材交流協会
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会　 長 鵜  飼  典  男
神奈川県薬剤師会

横浜市磯子区西町14番11号
電話045 (761) 3241　FAX 045 (751) 4460
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菊  岡  正  和

　神奈川県には、現在、174 の国と地域の 21 万 2千人を超える外国籍の人々が暮らしており、互いに多様な価値観や文化を理解し尊
重しながら、「ともに生きる」ことのできる豊かな多文化共生社会を築いていくことが求められます。
　私たちは、多文化共生社会の実現に向けて、異なる国籍、文化、歴史的背景を持つ多くの県民が集い、出会い、それぞれの文化や
考え方をアピールするとともに、互いを理解する機会をつくるため、2000 年から毎年「あーすフェスタかながわ」を開催してきました。
　第 20回目を迎える今回のフェスタも、民族団体、ＮＧＯ、市民グループなどが実行委員会を組織し、多様な国籍、文化を持つ、総
勢 80名を超える実行委員、企画委員が、話し合いを重ね、企画、準備を進めてきました。民族芸能ステージ、外国籍県民フォーラム、
屋台村、展示、多文化体験プログラムなど、子どもから大人まで楽しむことができる盛り沢山のプログラムが用意されています。
　プログラムへの参加を通じて来場者の皆さま一人一人にとって、新しい出会いや気づきが生まれるきっかけとなることを願っております。

❖ あーすフェスタかながわ実行委員会

委 員 長

副委員長　　王忠福（横浜華僑総会会長）

篠原仙一（神奈川県国際文化観光局グローバル戦略担当部長）

李順載（在日本大韓民国民団神奈川県地方本部団長）

高行秀（在日本朝鮮人総聯合会神奈川県本部委員長）

監　　事　　水田秀子（公益財団法人かながわ国際交流財団専務理事）

裵　安（特定非営利活動法人かながわ外国人すまいサポートセンター理事長）

委　　員　　　　

事務局長 長島圭太（神奈川県国際文化観光局国際課副課長）

あーすフェスタかながわ 2019　開催にあたって

不動産・売買・賃貸・
建築工事・土地活用

〒220-0041 横浜市西区戸部本町11-5
TEL：045-313-1011
URL：http://yesc.co.jp/
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こくか な がわけん さい ぶん か かん せんりゃくたんとう ぶ ちょうこうきょくはらのりかず

　　　　　　温耀権（あーすネットかながわ代表）、島本篤エルネスト（外国人学校ネットワークかながわ共同代表）、トニー・ジ
　　　　　　ャスティス（外国籍県民かながわ会議委員長）、櫻井弘子（特定非営利活動法人かながわ難民定住援助協会会長）、熊
　　　　　　谷晃子（独立行政法人国際協力機構横浜センター所長）、田中健次（小菅ヶ谷連合町内会自治会会長）、楠木立成（特
　　　　　　定非営利活動法人在日カンボジアコミュニティ理事長）、小華和紘記（栄区文化協会会長）、雄谷良成（公益社団法人
　　　　　　青年海外協力協会会長）、中村ノーマン（多文化活動連絡協議会代表）、堀千鶴（特定非営利活動法人地球の木理事長）、
　　　　　　冨田嘉明（横浜市栄区民文化センター（リリス）館長）、星崎雅代（横浜市栄区役所区長）、兄内宏（神奈川県国際文
　　　　　　化観光局国際課長）、篠原仙一（神奈川県立国際言語文化アカデミア所長（兼務））、編田照茂（神奈川県立地球市民
　　　　　　かながわプラザ（あーすぷらざ）館長）

がわけんかながしまけい た な

環境システム事業部/各支店
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あーすフェスタ事務局本部
あーすぷらざ事務室

あーすフェスタ事務局本部
あーすぷらざ事務室
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B
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B

法律と不動産、生活に関する
なんでも相談＆防災寸劇

保育室
5/18 13:00～16:00
5/19 11:00～16:00

せかいの音と踊り！
みんなで感じて楽しもう！

創作スタジオ
①5/18 11:00～12:00
②5/18 13:00～14:00
③5/18 14:45～15:30
④5/19 11:00～11:45
⑤5/19 13:00～14:00

ワークショップルーム
5/19 11:00～12:30

13:30～15:00

お茶とコーヒーのせかい
～コリア・トルコ・ベトナム・中国～

研修室Ａ
5/19 11:00～15:30

研修室Ａ
5/18 11:00～16:00

あーすフェスタかながわ
構成団体・多文化共生推進事業紹介

せかいのごあいさつを
毛筆で

着替える？
～「心の性」と服装について
考えるワークショップ～

研修室Ｂ
5/18 10:00～17:00
5/19 10:00～16:30

せかいの遊び場

大・中会議室
5/18 11:00～16:00 
5/19 10:00～16:00

世界屋台村

池の周辺
5/18 11:00～16:00 
5/19 11:00～16:00

みんな集まれ！
アイランド！

アイランドステージ（屋外）
5/18 11:00～16:00 
5/19 11:00～16:00 

授乳室

会場案内図

展示コーナー展示コーナー

本郷台駅本郷台駅

映像ライブラリー映像ライブラリー

情報フォーラム情報フォーラム

プラザホールプラザホール

▲ 国際言語文化アカデミア

▲ 

栄区民文化センター
リリス

栄区民文化センター
リリス

ショップショップ

総合案内

レストランレストラン

2F

ワールドバザール

アプローチデッキ
5/18 10:00～16:00 
5/19 10:00～16:00

せかいの絵本
読み聞かせとおはなし

①ワークショップルーム
　絵本とおはなし
　5/18 11:00～16:00
　5/19 10:30～13:30
②創作スタジオ
　影絵芝居ワヤン
　5/19 15:00～16:00
※お手数ですが、詳しい開催時間は
　会場にてご確認ください。 

交流・展示プログラム
わたしたちのワールドマップ！

リリスギャラリー・エントランス
5/18 10:00～16:30 
5/19 10:00～16:30

音楽でつながる！
ステージパフォーマンス vol.1

リリスホール
5/18 13:00～15:30

あーすフェスタフォーラム
～多文化共生のこれまでと、
　未来へのトビラ～

プラザホール
5/18 14:00～16:30（開場13:30）フィナーレ

国際言語文化アカデミア
103研修室
5/18 13:00～14:30

いま、『難民』を知る1F

̶ 5 ̶̶ 4 ̶

総合案内

休憩スペース
※飲食可能

プラザホール
5/19 15:00～16:30（予定）

プラザホール
5/19 16:30～17:00

開会式

アトリウム
5/18 10:30～11:00 

ティーンズ・フォーラム ～みんなで話そう！～

多目的室　5/19 13:30～15:30（開場13:00）

多目的室　5/19 10:00～12:00

異文化交流カフェ

国際言語文化アカデミア
お祈り部屋 10:00～17:00
研修室 414：男性
　　　 415：女性

音楽でつながる！
ステージパフォーマンス vol.2

シネマコレクション
映画『マダム・イン・ニューヨーク』
映画上映

プラザホール
5/19 12:30～14:50（開場12:10）
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大

室
修
研

B
室
修
研

B

法律と不動産、生活に関する
なんでも相談＆防災寸劇

保育室
5/18 13:00～16:00
5/19 11:00～16:00

せかいの音と踊り！
みんなで感じて楽しもう！

創作スタジオ
①5/18 11:00～12:00
②5/18 13:00～14:00
③5/18 14:45～15:30
④5/19 11:00～11:45
⑤5/19 13:00～14:00

ワークショップルーム
5/19 11:00～12:30

13:30～15:00

お茶とコーヒーのせかい
～コリア・トルコ・ベトナム・中国～

研修室Ａ
5/19 11:00～15:30

研修室Ａ
5/18 11:00～16:00

あーすフェスタかながわ
構成団体・多文化共生推進事業紹介

せかいのごあいさつを
毛筆で

着替える？
～「心の性」と服装について
考えるワークショップ～

研修室Ｂ
5/18 10:00～17:00
5/19 10:00～16:30

せかいの遊び場

大・中会議室
5/18 11:00～16:00 
5/19 10:00～16:00

世界屋台村

池の周辺
5/18 11:00～16:00 
5/19 11:00～16:00

みんな集まれ！
アイランド！

アイランドステージ（屋外）
5/18 11:00～16:00 
5/19 11:00～16:00 

授乳室

会場案内図

展示コーナー展示コーナー

本郷台駅本郷台駅

映像ライブラリー映像ライブラリー

情報フォーラム情報フォーラム

プラザホールプラザホール

▲ 国際言語文化アカデミア

▲ 

栄区民文化センター
リリス

栄区民文化センター
リリス

ショップショップ

総合案内

レストランレストラン

2F

ワールドバザール

アプローチデッキ
5/18 10:00～16:00 
5/19 10:00～16:00

せかいの絵本
読み聞かせとおはなし

①ワークショップルーム
　絵本とおはなし
　5/18 11:00～16:00
　5/19 10:30～13:30
②創作スタジオ
　影絵芝居ワヤン
　5/19 15:00～16:00
※お手数ですが、詳しい開催時間は
　会場にてご確認ください。 

交流・展示プログラム
わたしたちのワールドマップ！

リリスギャラリー・エントランス
5/18 10:00～16:30 
5/19 10:00～16:30

音楽でつながる！
ステージパフォーマンス vol.1

リリスホール
5/18 13:00～15:30

あーすフェスタフォーラム
～多文化共生のこれまでと、
　未来へのトビラ～

プラザホール
5/18 14:00～16:30（開場13:30）フィナーレ

国際言語文化アカデミア
103研修室
5/18 13:00～14:30

いま、『難民』を知る1F

̶ 5 ̶̶ 4 ̶

総合案内

休憩スペース
※飲食可能

プラザホール
5/19 15:00～16:30（予定）

プラザホール
5/19 16:30～17:00

開会式

アトリウム
5/18 10:30～11:00 

ティーンズ・フォーラム ～みんなで話そう！～

多目的室　5/19 13:30～15:30（開場13:00）

多目的室　5/19 10:00～12:00

異文化交流カフェ

国際言語文化アカデミア
お祈り部屋 10:00～17:00
研修室 414：男性
　　　 415：女性

音楽でつながる！
ステージパフォーマンス vol.2

シネマコレクション
映画『マダム・イン・ニューヨーク』
映画上映

プラザホール
5/19 12:30～14:50（開場12:10）



１日目プログラム（5/18） 各企画は、予告なしに変更する可能性があります。

階 場所 タイトル 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 内容

2 プラザホール あーすフェスタフォーラム
～多文化共生の
　これまでと、
　未来へのトビラ～

アカデミア公開講座
「いま、『難民』を知る」

あーすフェスタ20回目の節目に、この20年間を振り返り「何が変わって、何を変えられなかったのか」について考え、また「未来に向けてどのよ
うな変化が必要なのか」について話し合うフォーラムです。そして多文化共生社会の実現に向けて、明日から私たちに何ができるかを考えます。
■出演者：ゲストスピーカー：裵安、堤民健、他２名　ファシリテーター：小貫大輔

リリスホール ステージプログラム
『音楽でつながる！
　ステージ
　パフォーマンス vol.1

わたしたちの
ワールドマップ！

世界各国の特色を活かした音楽や踊りを楽しみながら、多様な国の文化を体感できるステージを行います！
■出　演（予定）：ドゥタ・ムラティ＆バスンダリ（ジャワ舞踊＆バリ舞踊）、栄区文化協会（三曲）、ラーイタイ（タイ舞踊）、
アジアンジェイ（フィリピン舞踊）、DIYA（アフリカンミュージック）、マチェイ・コレニッチ（スロバキアの音楽）
■司　会：吉田 裕美　■定　員：300名

リリスギャラリー・
エントランス

交流・展示プログラム わたしたちのワールドマップ！／わたしとアフリカでふかまる世界／わたしとキューバでふかまる世界／日本在住ベトナム人協会の行事／
JICAで知る！世界とのきずな／せかいのみんながお友だち～じんけんクイズ&ぬりえコーナー～／かながわの国際交流
※各プログラムの詳しい内容は、P10に掲載しています。

アトリウム 開会式
県立柏陽高校の吹奏楽部による演奏を交えながら、実行委員長の開会宣言、来賓の紹介等を行います。

1

1

大・中会議室 せかいの遊び場

国際言語文化
アカデミア
103研修室

アジア（中国、韓国・朝鮮）、東南アジア（インドネシア、フィリピン、ベトナムなど）、欧米（アメリカ、イギリス）や南米（ブラジル）などさ
まざまな国の遊びを子どもたちに体験してもらうコーナーです。外国につながる高校生や大学生等が紹介指導します。他にも「せかいの民族衣装コ
ーナー」もあります。■講　師：桜美林大学草の根国際理解教育支援プロジェクト、横浜市立大学、神奈川大学、神奈川県立鶴見総合高等学校、
横浜周辺の外国につながる高校生（予定）

せかいの絵本や紙芝居を中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、ドイツ語などのことばで読み聞かせします。絵本の中に出てくるクラフトなども
無料で楽しんでいただけます。
■講　師：多文化読み聞かせ隊メンバー他ゲスト講師、スミリール

創作スタジオ せかいの音と踊り！
みんなで感じて
楽しもう！

２日間で５種類のワークショップを開催。子どもも参加できます。「すぐそばにある多文化」に直接ふれあい、体験してみませんか！　①エクアドルの
アンデス地方に伝わる先住民の民族舞踊、ステップを一緒に楽しみましょう！　②みんなでそろって踊ろう！タイの踊り　③みんなで一緒に「スマイル
トウギャザー」！舞台で踊ろう！＊講師の都合により変更になる場合があります。当日のチラシでご確認ください。
■講　師：①シサ マルドナド　②ラーイタイ　③外国籍県民かながわ会議

保育室 法律と不動産、生活に
関するなんでも相談
＆防災寸劇

事故に遭ったのだけどどう解決して良いか解らない。部屋を探している、入居しているアパートでトラブルが起きた。借金返済について悩んでいる。
在留資格（ＶＩＳＡ）について知りたいなど誰に相談したら良いか解らない事についてアドバイスします。気持ちをすっきりさせてフェスタを楽し
みましょう。今年は防災に関する寸劇も上演いたします。寸劇を見ながら、多文化社会のあり方を、ぜひ一緒に考えてみませんか？
■対応言語：スペイン語、ポルトガル語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、タガログ語、タイ語、ネパール語
＊対応言語については、会場でご確認ください。
■実施団体：神奈川青年司法書士協議会、不動産関連団体、NPO法人かながわ外国人すまいサポートセンター、
特定非営利活動法人かながわ女性会議

研修室Ａ せかいのごあいさつ
を毛筆で 栄区書道協会師範のみなさんを講師に迎え、毛筆でせかいのあいさつをその国の言葉と文字で書く体験が出来ます。

研修室Ｂ あーすフェスタかながわ
構成団体・多文化共生
推進事業紹介

あーすフェスタかながわは、様々な団体が実行委員会に参加しています。そして、アイディアを形にして実行する企画委員会には、さらに多くの多
文化共生の社会を目指す団体・個人がいます。マイノリティ（外国人）が抱える課題を解決するための活動を知ることができます。

外
屋

アイランドステージ
※雨天時は場所を
　変更

みんな集まれ！
アイランド！

MC BETOさんと明治学院大学アナウンス研究会による司会で民族衣装ファッションショーや音楽、踊りのパフォーマンスを行います。
19日（日曜）の「世界のどじまん大会」（母語でのカラオケ大会）もみどころです。
■出　演：MC BETO、明治学院大学アナウンス研究会　ほか

「難民」とはどういう人々なのか、「難民」はなぜ守られなくてはならないのか、彼らのためにどう手を貸すことができるのか、ゴールは何なのか、
など、生きるために母国から逃れ出て、「難民」とされる人々のことを、支援経験豊かな講師から学び、「ともに生きる」社会についての考えを深
めます。■講　師：認定NPO法人難民支援協会　鶴木 由美子　■定　員：40名（アカデミア受講者を含む）

14:00～16:30（開場13:30）

13:00～15:30

10:00～16:30

11:00～16:00

11:00～16:00

11:00～16:00

13:00～16:00

10:00～17:00

11:00～16:00

①11:00
～12:00

②13:00
～14:00

…子ども向け企画

̶ 7 ̶̶ 6 ̶

13:00～14:30

ワークショップ
ルーム

10:30～11:00

※13:00～13:45 防災寸劇を上演 

せかいの絵本
読み聞かせとおはなし

③14:45
～15:30

※お手数ですが、詳しい開催時間は会場にてご確認ください。



１日目プログラム（5/18） 各企画は、予告なしに変更する可能性があります。

階 場所 タイトル 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 内容

2 プラザホール あーすフェスタフォーラム
～多文化共生の
　これまでと、
　未来へのトビラ～

アカデミア公開講座
「いま、『難民』を知る」

あーすフェスタ20回目の節目に、この20年間を振り返り「何が変わって、何を変えられなかったのか」について考え、また「未来に向けてどのよ
うな変化が必要なのか」について話し合うフォーラムです。そして多文化共生社会の実現に向けて、明日から私たちに何ができるかを考えます。
■出演者：ゲストスピーカー：裵安、堤民健、他２名　ファシリテーター：小貫大輔

リリスホール ステージプログラム
『音楽でつながる！
　ステージ
　パフォーマンス vol.1

わたしたちの
ワールドマップ！

世界各国の特色を活かした音楽や踊りを楽しみながら、多様な国の文化を体感できるステージを行います！
■出　演（予定）：ドゥタ・ムラティ＆バスンダリ（ジャワ舞踊＆バリ舞踊）、栄区文化協会（三曲）、ラーイタイ（タイ舞踊）、
アジアンジェイ（フィリピン舞踊）、DIYA（アフリカンミュージック）、マチェイ・コレニッチ（スロバキアの音楽）
■司　会：吉田 裕美　■定　員：300名

リリスギャラリー・
エントランス

交流・展示プログラム わたしたちのワールドマップ！／わたしとアフリカでふかまる世界／わたしとキューバでふかまる世界／日本在住ベトナム人協会の行事／
JICAで知る！世界とのきずな／せかいのみんながお友だち～じんけんクイズ&ぬりえコーナー～／かながわの国際交流
※各プログラムの詳しい内容は、P10に掲載しています。

アトリウム 開会式
県立柏陽高校の吹奏楽部による演奏を交えながら、実行委員長の開会宣言、来賓の紹介等を行います。

1

1

大・中会議室 せかいの遊び場

国際言語文化
アカデミア
103研修室

アジア（中国、韓国・朝鮮）、東南アジア（インドネシア、フィリピン、ベトナムなど）、欧米（アメリカ、イギリス）や南米（ブラジル）などさ
まざまな国の遊びを子どもたちに体験してもらうコーナーです。外国につながる高校生や大学生等が紹介指導します。他にも「せかいの民族衣装コ
ーナー」もあります。■講　師：桜美林大学草の根国際理解教育支援プロジェクト、横浜市立大学、神奈川大学、神奈川県立鶴見総合高等学校、
横浜周辺の外国につながる高校生（予定）

せかいの絵本や紙芝居を中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、ドイツ語などのことばで読み聞かせします。絵本の中に出てくるクラフトなども
無料で楽しんでいただけます。
■講　師：多文化読み聞かせ隊メンバー他ゲスト講師、スミリール

創作スタジオ せかいの音と踊り！
みんなで感じて
楽しもう！

２日間で５種類のワークショップを開催。子どもも参加できます。「すぐそばにある多文化」に直接ふれあい、体験してみませんか！　①エクアドルの
アンデス地方に伝わる先住民の民族舞踊、ステップを一緒に楽しみましょう！　②みんなでそろって踊ろう！タイの踊り　③みんなで一緒に「スマイル
トウギャザー」！舞台で踊ろう！＊講師の都合により変更になる場合があります。当日のチラシでご確認ください。
■講　師：①シサ マルドナド　②ラーイタイ　③外国籍県民かながわ会議

保育室 法律と不動産、生活に
関するなんでも相談
＆防災寸劇

事故に遭ったのだけどどう解決して良いか解らない。部屋を探している、入居しているアパートでトラブルが起きた。借金返済について悩んでいる。
在留資格（ＶＩＳＡ）について知りたいなど誰に相談したら良いか解らない事についてアドバイスします。気持ちをすっきりさせてフェスタを楽し
みましょう。今年は防災に関する寸劇も上演いたします。寸劇を見ながら、多文化社会のあり方を、ぜひ一緒に考えてみませんか？
■対応言語：スペイン語、ポルトガル語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、タガログ語、タイ語、ネパール語
＊対応言語については、会場でご確認ください。
■実施団体：神奈川青年司法書士協議会、不動産関連団体、NPO法人かながわ外国人すまいサポートセンター、
特定非営利活動法人かながわ女性会議

研修室Ａ せかいのごあいさつ
を毛筆で 栄区書道協会師範のみなさんを講師に迎え、毛筆でせかいのあいさつをその国の言葉と文字で書く体験が出来ます。

研修室Ｂ あーすフェスタかながわ
構成団体・多文化共生
推進事業紹介

あーすフェスタかながわは、様々な団体が実行委員会に参加しています。そして、アイディアを形にして実行する企画委員会には、さらに多くの多
文化共生の社会を目指す団体・個人がいます。マイノリティ（外国人）が抱える課題を解決するための活動を知ることができます。

外
屋

アイランドステージ
※雨天時は場所を
　変更

みんな集まれ！
アイランド！

MC BETOさんと明治学院大学アナウンス研究会による司会で民族衣装ファッションショーや音楽、踊りのパフォーマンスを行います。
19日（日曜）の「世界のどじまん大会」（母語でのカラオケ大会）もみどころです。
■出　演：MC BETO、明治学院大学アナウンス研究会　ほか

「難民」とはどういう人々なのか、「難民」はなぜ守られなくてはならないのか、彼らのためにどう手を貸すことができるのか、ゴールは何なのか、
など、生きるために母国から逃れ出て、「難民」とされる人々のことを、支援経験豊かな講師から学び、「ともに生きる」社会についての考えを深
めます。■講　師：認定NPO法人難民支援協会　鶴木 由美子　■定　員：40名（アカデミア受講者を含む）

14:00～16:30（開場13:30）

13:00～15:30

10:00～16:30

11:00～16:00

11:00～16:00

11:00～16:00

13:00～16:00

10:00～17:00

11:00～16:00

①11:00
～12:00

②13:00
～14:00

…子ども向け企画

̶ 7 ̶̶ 6 ̶

13:00～14:30

ワークショップ
ルーム

10:30～11:00

※13:00～13:45 防災寸劇を上演 

せかいの絵本
読み聞かせとおはなし

③14:45
～15:30

※お手数ですが、詳しい開催時間は会場にてご確認ください。



２日目プログラム（5/19）
階 場所 タイトル 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 内容

2 プラザホール

プラザホール

プラザホール フィナーレ

リリスギャラリー・
エントランス

せかいの絵本
読み聞かせとおはなし

せかいの絵本
読み聞かせとおはなし

1 多目的室 ティーンズフォーラム
～みんなで話そう！～

大・中会議室 せかいの遊び場

異文化交流カフェ

ワークショップ
ルーム

ワークショップ
ルーム

創作スタジオ せかいの音と踊り！
みんなで感じて
楽しもう！

着替える？～「心の性」
と服装について考える
ワークショップ～

創作スタジオ

保育室

研修室Ａ お茶とコーヒーのせかい
～コリア・トルコ・
　ベトナム・中国～

研修室Ｂ

外
屋
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15:00～16:30（予定）
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インドの主婦、シャシは初めてのニューヨークで、コンプレックスをはねのけ誇りと自信を取り戻していく。少しの勇気が、世界を変えていく。
人生の輝きを取り戻す旅の物語。
（監督：ガウリ・シンデー 、出演：シュリデヴィ／2012年／インド映画／ヒンディー語・英語／日本語字幕／134分）
■定　員：先着220名

世界各国の歌や踊りなど、様々な文化およびその特徴を活かしたステージ。躍動感あふれるパフォーマンスで未来につながるようなステージを行い
ます！■出　演（予定）：神奈川朝鮮中高級学校（舞踊部・民族管弦学部）、横浜中華学校校友会国術団（中国獅子舞）、
Mayukas&Sagar&Ayaan（インド舞踊・打楽器・歌謡）、Avaペルシャンミュージック（ペルシャ音楽）
■司　会：吉田 裕美　■定　員：220名

あーすフェスタ20回目を記念し、過去の映像と共に振り返りながら、テーマソング「世界をつなぐ奇跡」を出演者の皆さんとセッションし2日間
を締めくくります。■定　員：220名

毎年大人気のインドネシアの影絵芝居（ワヤン）の上演があります。
■講　師：多文化読み聞かせ隊メンバー他ゲスト講師、スミリール

言葉が通じないってどんな気持ち？日本に暮らす外国人ってどんな人？
異文化交流カフェの店員は、日本に暮らす外国人。それぞれの母語、母国のメニューでみなさまをお迎えする模擬カフェです。
注文体験のあとはホンモノの世界のお菓子＆飲み物と共に、店員と日本語で会話を楽しめます。
■参加費：100円　■定　員：50名

ティーンズ記者が大学生と共に多文化スポットを訪ね、取材した内容を発表します。訪ねた場所は、「いちょう団地」、「川崎コリアンタウン」、
「海老名 モスク」。発表のあとは、テーブルごとに交流タイム。異文化を生きる仲間に出会う場となることを願っています。
■発表者：10代の若者　■進行役：高校生・大学生など

コリア茶、トルコのコーヒー・チャイ、中国茶、ベトナム茶を体験して、それぞれの文化に触れるコーナーです。
■定　員：各コーナー先着50名（計200名）■参加費：200～300円（お茶+お茶請け代）
■講　師：金　玉姫 （コリア茶）、小林ひとみ （ベトナム茶）、カーン　ユルドゥズ（トルココーヒー・チャイ）、劉　恵琳（中国茶）

「ドラァグ（Drag）」って何？「女装」のこと？…いえ、もっと深いんです！ドラァグを題材に「心の性(gender identity)」と服装について
一緒に考え、違う自分になってみませんか？ファシリテーターは、母国でドラァグの経験もあるKit Adranさん。
※ワークショップは日本語で行います。■定　員：各回8名（先着順） ■講　師：多文化読み聞かせ隊メンバー、Kit Adran

ステージプログラム
『音楽でつながる！
　ステージ
　パフォーマンス vol.2

シネマコレクション
映画『マダム・イン・
ニューヨーク』
映画上映

アイランドステージ
※雨天時は場所を
　変更

みんな集まれ！
アイランド！

わたしたちの
ワールドマップ！

交流・展示プログラム

法律と不動産、生活に
関するなんでも相談
＆防災寸劇

あーすフェスタかながわ
構成団体・多文化共生
推進事業紹介

④11:00
～11:45

⑤13:00
～14:00

せかいの絵本や紙芝居を中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、ドイツ語などのことばで読み聞かせします。絵本の中に出てくるクラフトなども
無料で楽しんでいただけます。
■講　師：多文化読み聞かせ隊メンバー他ゲスト講師、スミリール

わたしたちのワールドマップ！／わたしとアフリカでふかまる世界／わたしとキューバでふかまる世界／日本在住ベトナム人協会の行事／
JICAで知る！世界とのきずな／せかいのみんながお友だち～じんけんクイズ&ぬりえコーナー～／かながわの国際交流
※各プログラムの詳しい内容は、P10に掲載しています。

アジア（中国、韓国・朝鮮）、東南アジア（インドネシア、フィリピン、ベトナムなど）、欧米（アメリカ、イギリス）や南米（ブラジル）などさ
まざまな国の遊びを子どもたちに体験してもらうコーナーです。外国につながる高校生や大学生等が紹介指導します。他にも「せかいの民族衣装コ
ーナー」もあります。■講　師：桜美林大学草の根国際理解教育支援プロジェクト、横浜市立大学、神奈川大学、神奈川県立鶴見総合高等学校、
横浜周辺の外国につながる高校生（予定）

２日間で５種類のワークショップを開催。子どもも参加できます。「すぐそばにある多文化」に直接ふれあい、体験してみませんか！
④韓国・朝鮮の伝統楽器チャンゴを体験してみよう！　⑤カンボジアの衣装を着て、踊りを踊ってみよう！
＊講師の都合により変更になる場合があります。当日のチラシでご確認ください。
■講　師：④神奈川朝鮮中高級学校　民族管弦楽部　⑤NPO法人　在日カンボジアコミュニテｲ　伝統舞踊教室

事故に遭ったのだけどどう解決して良いか解らない。部屋を探している、入居しているアパートでトラブルが起きた。借金返済について悩んでいる。
在留資格（ＶＩＳＡ）について知りたいなど誰に相談したら良いか解らない事についてアドバイスします。気持ちをすっきりさせてフェスタを楽し
みましょう。今年は防災に関する寸劇も上演いたします。寸劇を見ながら、多文化社会のあり方を、ぜひ一緒に考えてみませんか？
■対応言語：スペイン語、ポルトガル語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、タガログ語、タイ語、ネパール語
＊対応言語については、会場でご確認ください。
■実施団体：神奈川青年司法書士協議会、不動産関連団体、NPO法人かながわ外国人すまいサポートセンター、
特定非営利活動法人かながわ女性会議

あーすフェスタかながわは、様々な団体が実行委員会に参加しています。そして、アイディアを形にして実行する企画委員会には、さらに多くの多
文化共生の社会を目指す団体・個人がいます。マイノリティ（外国人）が抱える課題を解決するための活動を知ることができます。

MC BETOさんと明治学院大学アナウンス研究会による司会で民族衣装ファッションショーや音楽、踊りのパフォーマンスを行います。
19日（日曜）の「世界のどじまん大会」（母語でのカラオケ大会）もみどころです。
■出　演：MC BETO、明治学院大学アナウンス研究会　ほか

※13:00～13:45 防災寸劇を上演 

10:30～13:30

※お手数ですが、詳しい開催時間は会場にてご確認ください。

10:00～16:00

16:30～
17:00

各企画は、予告なしに変更する可能性があります。
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交流・展示プログラム わたしたちのワールドマップ！10：00～16：30

わたしたちのワールドマップ！

あの日、あの時、あの国であなたが過ごした国はどんな国？どんな景色？何を食べた？みんなが
知っている国のエピソード・おいしい食べ物・見せたい景色を書いて、世界に１つだけの世界地
図を一緒に作りましょう！当日お持ちの携帯画像をチェキ写真に複写し、地図に貼ることもでき
ます。（フィルムがなくなり次第終了）

わたしとアフリカでふかまる世界 2019年８月に横浜にて開催予定の第7回アフリカ開発会議を控え、アフリカの風景の写真、また
世界各国の絵葉書を展示します。

わたしとキューバでふかまる世界

リ
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ー
・
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ヘミングウェイ、トロピカルカクテルなど魅力的なイメージで近年旅行先としても人気上昇中の
キューバ。長年日本とキューバ両国の友好運動に携わった立場から紹介します。

日本在住ベトナム人協会の行事
我々日本在住ベトナム人協会はベトナム戦争後の難民支援に端を発し、以降は人々の日本におけ
る生活基盤形成のサポートを行ってきました。今日では次世代に対しベトナムの文化・風習の継
承に努め、また過去に受けた恩恵を日本に還元するための活動をしています。

JICAで知る！世界とのきずな

かながわの国際交流

見るだけでは物足りない、触れて楽しむことが好きなあなたへ！パズルやおみくじ、きれいな水
を作り出す不思議な自転車まで、体験型の展示が盛りだくさん♪世界の課題やＪＩＣＡが行う国
際協力を知ることで、世界との絆を感じてみよう！ＪＩＣＡ横浜オリジナルのクイズラリーに参
加すると素敵なプレゼントがもらえるよ☆　■実施団体：ＪＩＣＡ横浜

せかいのみんながお友だち
～じんけんクイズ&
　ぬりえコーナー～

外国のお友だちと仲良くするにはどうしたらよいかな？クイズに挑戦して一緒に考えてみよう！
クイズやぬりえに参加してくれた皆さんへすてきなプレゼントもご用意。人ＫＥＮまもる君・人
ＫＥＮあゆみちゃん（人権イメージキャラクター）も待ってるよ！

神奈川県の友好交流先を中心とした県の取組みや、かながわ国際ファンクラブの活動を紹介しま
す。当日クラブ会員の登録チラシも配布しますので、この機会にぜひかながわで国際交流をはじ
めてみませんか？

その他企画（5/18 11：00～16：00　5/19 10：00～16：00）

クイズラリー 子ども向けの簡単な問題で、世界に関係する色々な知識を知らせるコーナーです。

本音ラリー
若者と大人、それぞれが描く世の中に対する本音。それを私たち大学生がつなげてみます。外国
の文化を知る大学生が紹介してくれますので、外国の文化をもっと知りたい方はぜひお越しくだ
さい。

あーす
ぷらざ全館

　本日は、あーすフェスタかながわ2019にご来場いただきましてありがとうございます。
　私たちの住む神奈川県には21万２千人を超える外国籍県民が共に暮らしています。多様な価値観や文化を理解し尊重し合う“多文
化共生”を推進する人々を増やすことを期待して、県行政を主とし、外国籍県民と民族団体、そして外国人との繋がりの強いＮＧＯ
や多文化共生に関心の高い方の協力のもと、「あーすフェスタかながわ」が開催されて、今年で20年目となりました。県民一人ひと
りが国籍や文化の違いを越えてお互いに理解し合うために成長し、そして行政が主体となり多文化共生を推進していることは、国内
において神奈川県が、日本の国際化を牽引する代表的な地域であることを象徴しています。
　ご来場いただきました皆様には、より良い地域社会を作り出す良き理解者として今後もお力を拝借しながら、私たち企画委員一同
も多文化共生の素晴らしさを地域に発信していきたいと考えております。
　あーすフェスタかながわ 2019！是非楽しんでください！

企画委員長

中村ノーマン（多文化活動連絡協議会）

副委員長

交流・展示部会

ステージ部会

フォーラム部会

金玄虎（在日本朝鮮青年同盟横浜支部）

（日本ベトナム友好協会神奈川県支部）

朴勇俊（在日本朝鮮青年同盟横浜支部）

白聖

李豪哲（在日本大韓民国民団神奈川県地方本部）

李豪哲（在日本大韓民国民団神奈川県地方本部）

ワークショップ部会 柳晴実

総務部会
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❖ あーすフェスタかながわ 2019 後援団体

（京浜急行 日ノ出町駅隣）

外務省、中華人民共和国駐日本国大使館、駐横浜大韓民国総領事
館、一般社団法人神奈川県日本中国友好協会、神奈川県日韓親善
協会連合会、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会、横浜市国際
局、川崎市、相模原市、公益財団法人横浜市国際交流協会、公益
財団法人川崎市国際交流協会、相模原市国際化推進委員会、神奈
川県教育委員会、神奈川新聞社、ＮＨＫ横浜放送局、tvk（テレビ
神奈川）、ＦＭヨコハマ、一般社団法人神奈川県商工会議所連合
会、神奈川県商工会連合会、日本労働組合総連合会神奈川県連合
会、横浜商工会議所、一般財団法人自治体国際化協会、国際交流
基金、一般社団法人日本アジア人材交流協会
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