
２０2２年６月１２日（日）

福光福祉会館（富山県南砺市福光5260）

11:00～15:00

なんと異文化交流フェスティバル
いぶんか こうりゅう

ふくみつ ふくし かいかん
とやま けん なんと し ふくみつ

NANTO
Fukumitsu Fukushi Kaikan (5260 Fukumitsu, Nanto City, Toyama)

SUNDAY, JUNE 12 11:00AM～3:00PM

INTERCULTURAL FESTIVAL 2022

なんと

いぶんか

こうりゅう
フェスティバル

2022

主催：南砺市友好交流協会
なんとし ゆうこうこうりゅうきょうかい

NANTO GOODWILL EXCHANGE ASSOCIATION
しゅさい

HP : http://www.nanto-ykk.org/TEL : 0763-52-4548

MAIL : info@nanto-ykk.org

後援：南砺市、南砺市教育委員会、南砺ユネスコ協会、
こうえん なんと し なんと し きょういく いいんかい なんと きょうかい

公益財団法人とやま国際センター、エフエムとなみ、となみ衛星通信テレビ
こうえきざいだんほうじん こくさい えいせいつうしん

体験型異文化紹介ブース

ワークショップ

募金活動

活動紹介

雑貨のお店

他

かつどうしょうかい

ざっか

りょうり

テイクアウトフード

ぼきん かつどう

たいけんがた いぶんか しょうかい

みせ

ペルー料理教室
きょうしつ

ほか

いろいろな国・人・文化に触れて楽しむ1日♪

スタンプラリー

くに ひと ぶんか ふ たの いちにち

MAP

Experiential International Booths

Workshops

Peruvian Cooking Class

Stamp Rally

Multicultural Organizations

Fundraising

Takeout Food

Knickknack Shops

And more!

and Activities Corner

テイクアウトフードはお持ち帰り下さい。
感染症対策のため、会場内で食事はできません。



キリトリ線 ✂

代表者の名前
だいひょうしゃ なまえ

TEL

住所
じゅうしょ

他に一緒に来た人
ほか いっしょ き ひと

人
にん〒

下の情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に使用します。他のことには使いません。

情報は1か月間正しく保存します。期間が終わった後は、すぐに処分します（情報を消します）。

家で書いて、持ってきください。受付が早くおわります。
いえ か も うけつけ はや

台湾

ものづくりワークショップ

サリーをリサイクルした紐を使って、
あなただけのオリジナルストラップを作ろう！

交流しながらものづくり体験

・フィリピン出身、ロメリアさんと

外国出身の講師と交流しながら、ものづくり♪

学びながらものづくり体験 ～フェアトレードって何？～

こうりゅう たいけん

たいけんまな

ひも

つく

つか

しゅっしん

とやまけんこくさいこうりゅういん

ばしょ じかん かいじょう かくにん

・富山県国際交流員、

「サラコット」

「ベトナムランタン」

決まり次第FACEBOOKでもお知らせします！
き しだい し

作るフィリピンの伝統笠
でんとうがさつく

チャムさんと作る
つく

※ワークショップの場所・時間は会場で確認してください。

募金活動
集まった募金は、日本ユネスコ協会が主催する「世界寺子屋運

動」に寄付します。南砺市友好交流協会は南砺ユネスコ協会の

事務局を兼任しています。

ぼきん かつどう

協力団体：南砺ユネスコ協会 南砺福野高等学校ユネスコ部

募金をした方にはプチギフトをプレゼント♪

協力をお願いします

Please do the following: Check Body
Temperature Wear a mask Disinfect

●検温、消毒、換気など感染予防対策を徹底します。●発熱等、かぜの症状のある方は入場できません。

●新型コロナウイルス感染状況により、内容を変更または中止する場合があります。

●会場内での食事はご遠慮ください。（飲料可）

体温をはかる マスク 手の消毒
たいおん て しょうどく

1F 2F
1F

3F

きょうりょく

した じょうほう しんがた かんせん はっせい ばあい しよう ほか つか

じょうほう げつかん ただ ほぞん きかん お あと しょぶん じょうほう け

活動紹介ブース

・にほんご広場なんと ・JICA北陸

・南砺市エコビレッジ推進課（南砺市のSDGsの取組み）

かつどうしょうかい

他・スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド

・ スキヤキ巨大人形隊とアスモ美術部

ひろば ほくりく

なんと し すいしん か

ほか

なんと し とりく

きょだい にんぎょうたい びじゅつぶ

3F

なんと異文化交流
フェスティバル2022

体験型異文化紹介ブース
たいけん がた いぶんか しょうかい

たいわん

ちゅうごく

ゲームやクイズ、中国茶のデモンストレーション
など、交流しながらいろいろな地域の文化を知ろう！

世界の中でも美食の国として知られる
ペルーの定番料理を作ろう！

【当日会場で申込み】

時間：13:30～14:30

講師：上地ハビエルさん（ペルー出身）

ペルー料理教室
りょうり きょうしつ

定員：12名 (小学生以下は保護者と参加)

※作った料理は持ち帰り、出来るだけ早く食べてください。

写真はイメージです。当日の
盛り付けとは異なります。

料理：「パパ・ア・ラ・ワンカイーナ」

料金：¥400

（ワンカヨ地方のじゃがいも料理）

テイクアウトフード

・インド料理ガンディ

・Marcassin

・道の駅福光
みち えきふくみつ

りょうり

・물론cafe. INO

マルカッサン

ムルロン カフェ イノ

2F

●感染症対策のため、フードはテイクアウトのみ。
●会場内での食事はご遠慮ください。（飲料可）

ねが

中国

・なんとABCかるた大会

富山県国際交流員 ラメーシュさんに
インドのヨガを教えてもらおう！

・ヨガ体験、インド紹介

・世界人生ゲーム

・太極拳

南砺の魅力がつまった英語かるたで遊ぼう!

南砺市国際交流員エリックさんと遊ぶユニークな人生ゲーム☆

中国発祥の太極拳を体験しちゃお！ 協力団体：南砺市福紹会

たいけん しょうかい

たいかい

せかい じんせい

たいきょくけん

楽しみながら学ぶワークショップ
たの まな

2F

アメリカ

ベトナム

協力団体：
富山県台湾総会

森みちこ と
もり

1F
雑貨販売

・金の店 JINNA

・metio (フェアトレード) 

・ななの店（フィリピン食料雑貨）

ざっか はんばい

きん みせ

メティーオ

ジンナ

みせ しょくりょうざっか

お買い物はマイバッグ持参で♪

動きやすい
うご

さんか

参加してね

服そうで
ふく

1F

スタンプラリーに挑戦！
いろいろな体験をしてスタンプを集めよう！

たいけん

すてき

あつ

素敵なプレゼントがもらえるよ！

ちょうせん

たくさん取って、
景品をゲット♪


