【ベトナムフェスタ in 神奈川・主なプログラム】（予定）
※ プログラム内容については、今後変更の可能性があります。

① 経済プログラム
【９月７日（金）
】横浜ロイヤルパークホテル
➤ ベトナム投資環境フォーラム
ベトナムの投資環境を幅広くご紹介するフォーラムを開催します。
ベトナム政府機関や地方政府による講演のほか、ベトナム進出県内
企業による事例紹介を実施します。
また、参加者同士のネットワークを目的としたビジネス交流会の開
催も予定しています。

➤ 交流会
本場ベトナムの民族音楽などを楽しみながら、ベトナム政府、駐日
ベトナム大使館、ベトナム地方政府、ベトナム企業などと交流を深
める“ガラディナー”を開催します。

② 文化交流プログラム【９月８日（土）～９日（日）
】
日本大通り・県庁本庁舎・Kosha33(神奈川県住宅供給公社)・横浜公園・
象の鼻パーク・象の鼻テラス
➤ ベトナムトップアーティスト「Noo Phuoc Thinh」ライブ、
黒岩知事とのスペシャルトークショー
（日本大通り・メインステージ）
ベトナムトップアーティスト「Noo Phuoc Thinh（ヌー・フック・テ
ィン）」によるライブステージを行います。また、ヌーさんの神奈川
に来た印象、これからの日越交流等についてトークを展開します。

➤ 黒岩知事× ベトナムフェスタ in 神奈川 2018 アンバサダー
「時東ぁみ」のスペシャルトークショー
（日本大通り・メインステージ）
黒岩知事と「時東ぁみ」のトークショーを実施。時東さんのベトナ
ムでの活動、ベトナムフェスタ in 神奈川の印象、これからの日越交
流等についてトークを展開します。
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➤ KANAGAWA FESTIVAL in HANOI スペシャルサポーター
「上野優華」スペシャルライブ、トークショー
（日本大通り・メインステージ）
ホイアン日本祭りに出演し、ベトナムでも知名度を上げている歌手
「上野優華」が KANAGAWA FESTIVAL in HANOI スペシャルサポーター
に就任。ベトナムフェスタ in 神奈川 2018 でスペシャルライブを開
催します。

➤ ステージイベント
（日本大通り・メインステージ、象の鼻テラス）
メインステージでは、神奈川県とベトナムの交流ステージや
ベトナムの芸能・文化に触れるステージを展開します。
今年は、ベトナムでも人気のよさこいなど新たなコンテンツも盛り
だくさんで実施します。

➤ 小栗久美子トルンステージ
（県庁本庁舎、象の鼻テラス）
横浜在住のベトナム伝統楽器のトルン奏者 小栗久美子さんを招聘
し、ベトナムの伝統楽器の楽団とのコラボレーションライブを実施
します。

➤ こどもたちによるベトナムの伝統舞踊
（日本大通り・メインステージ）
YMCA いずみ保育園の子どもたちがベトナムの踊りを披露します。

➤ アオザイ試着体験
（日本大通り）
ベトナムを代表する民族衣装「アオザイ」の試着コーナーを設けて、
ベトナムの文化体験をお楽しみいただきます。

➤ 特命かながわ発信隊
(日本大通り)
吉本興業と神奈川県との共同発信企画「特命かながわ発信隊」に任
命された若手芸人がＭＣ等でイベント全体を熱く盛り上げます。
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➤ ベトナムアベニュー
（横浜公園・日本大通り）
ベトナムにこだわった料理、雑貨、文化、観光などを展示・紹介す
る各種ブースを出展。イベントに来場いただいた方に本物のベトナ
ムをお楽しみいただきます。

➤ 豪華賞品があたる大抽選会
（横浜公園・日本大通り）
会場にて一定額以上のお買い物をしていただいた方を対象に、宿泊
券など豪華景品が当たる大抽選会を行います。

➤

ベトナム観光フェア
（県庁本庁舎）

ベトナム文化スポーツ観光省・観光総局によるベトナム観光紹介プ
レゼンテーションとベトナム伝統文化パフォーマンスを行います。

➤ ベトナム人留学生による日本語スピーチコンテスト
（県庁本庁舎）
ベトナム人留学生達による日本語スピーチコンテスト本選会。
「かながわと私」をテーマにスピーチします。
大学生・短期大学生・専修学校（専門課程）生部門と日本語教育機
関生部門の２部門でコンテストを行います。

➤ マスコットキャラクターを探せ
(県庁本庁舎)
県庁や神奈川県内の自治体、民間企業のマスコットキャラクターが
大集合。会場内のマスコットキャラクターを見つけてキャラクター
カードをもらおう。５枚集めるとステキなグッズと交換できます。

➤ 水上人形劇
（象の鼻パーク）
ベトナムより水上人形劇団が来日し、千年の歴史を持つベトナムの
伝統芸能「水上人形劇」を開催します。今年は神奈川ならではのオ
リジナル演出も加えた構成の人形劇をご覧いただきます。
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➤

浴衣体験コーナー
（日本大通り会場周辺）

浴衣の体験コーナーを展開。会場内を浴衣姿で歩いていただくこと
で、日本とベトナム両地域の交流を促進します。

➤

ベトナムカルチャーゾーン（レクチャー・ワークショップ）
（日本大通り会場周辺）

ベトナムの文化・芸術などを体験できるワークショップや各分野の
専門家たちによるレクチャープログラムを実施します。
(１) ベトナム語教室
(２) ノンラーの絵付け体験
(３) バンブーダンス
(４) 「神奈川に暮らすベトナム人の視点から」
（県内在住のベトナム人）
(５) 「ベトナムへの草の根協力」
（青年海外協力隊・シニア海外ボランティア OB・OG 等）

③ 民間・地域連携プログラム
９月はベトナム月間！県内各地のレストラン等でベトナム料理
を提供するなど、さまざまな取組を行います。
その他、各地域でベトナム関連イベントも実施します。
➤ オークラフロンティアホテル海老名
レストラン「アルエット」にて、ベトナム料理フェアを開催。ホテ
ル・ニッコー・サイゴン協力のもと、気軽に食べれるフォーや生春
巻きのランチセットや、色鮮やかなベトナムフレンチのディナーフ
ルコースなどをご提供します。

（９月１日～９月 30 日）

➤ ローズホテル横浜
ホテル１F『ブラスリーミリーラ・フォーレ』にて、９月の平日ラン
チにベトナムの米麺料理「フォー」を２種類販売します。鶏肉の「フ
ォーガー／Pho ga」と、牛肉の「フォーボー／Pho bo」をフレッシ
ュハーブや野菜とともに本格スタイルでご提供します。
（９月１日～９月 30 日）

➤ ナビオス横浜
1 階レストラン「オーシャン」では、ランチの１品にベトナム料理
を、３階シーメンズクラブでは、ベトナムのデザートを提供します。
みなとみらいの景色とともにお楽しみください。
（９月１日～９月 30 日）
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※写真はイメージです

➤ 横浜ロイヤルパークホテル
ケーキショップ「コフレ」にて「ベトナムフェスタ in 神奈川」
にちなんで、コフレ風バインミーをご用意します。
（９月１日～９月 30 日）

➤

KAAT 神奈川芸術劇場で「A O SHOW～The Mist～」を上演
小田原、横須賀、大和では「A O SHOW」を上演

ベトナム・ルーンプロダクションの「A O SHOW ～The Mist～」を
KAAT 神奈川芸術劇場ホールにて国内初上演します。また、今年２月
に KAAT で上演し、好評を得た「A O SHOW」を小田原、横須賀、大
和で上演。前回に引き続き時東ぁみさんがアンバサダーを務めま
す。

➤

ベトナム映画祭

第 89 回アカデミー賞ベトナム代表「草原に黄色い花を見つける」を
はじめとするベトナム映画 10 本程度を、神奈川県内の映画館にて 9
月 1 日から 9 日の期間で上映を行います。ベトナムフェスタのイベ
ント会場では、シンポジウムなど関連イベントも開催予定です。

➤ ぞうさんマルシェ/ ZOU-SUN-MARCHE
（象の鼻テラス）
象の鼻テラスで開催されている「ぞうさんマルシェ」と連動し、ベ
トナムフードや雑貨、ワークショップを展開。9 月 8 日（土）は、
「草
原に黄色い花を見つける」の上映会も実施します。

➤ 地球市民かながわプラザでのベトナムの児童画展示
（横浜市栄区本郷台）
地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ)にて、37 年の歴史を持つカ
ナガワビエンナーレ国際児童画展の応募作品から、ベトナムの児童
が書いた絵を 10 点ほど展示します。
主催：地球市民かながわプラザ

（９月１日～９月 30 日）
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④ その他プログラム
～ベトナムフェスタ in 神奈川 2018 はその他のイベントも充実～
➤

風しん撲滅作戦

（キャンパスラボとのコラボ企画）

アオザイを着たミスキャンパスが、風しんの予防啓発活動を行いま
す。また、会場に検診車を設置し、無料の風しん抗体検査を実施し
ます。

➤

ラグビー体験コーナー

ラグビーワールドカップ 2019TM PR イベント
ラグビーワールドカップ開催を来年に控え、誰でも気軽に楽しめる
ラグビー体験コーナーを展開します。

【KANAGAWA FESTIVAL in HANOI・主なプログラム】（予定）
※ プログラム内容については、今後変更の可能性があります。

① 経済プログラム
【11 月 16 日（金）】パンパシフィック・ハノイ（ハノイ市内）
➤ 神奈川投資セミナー
ベトナム ICT 企業等を対象に神奈川投資セミナーを開催し、ベトナ
ム企業の県内誘致を図ります。
また、参加者同士のネットワーキングを目的としたビジネス交流会
の開催も予定しています。

➤ 神奈川観光セミナー
ベトナム観光総局等と連携し、現地の旅行会社を対象に神奈川県内
の観光魅力を紹介するセミナーを開催し、ベトナム人観光客の誘致
を図ります。

➤ 交流会
ベトナム政府、ベトナム地方政府、各種団体、ベトナム企業関係者

ざい

及び、在ベトナム日本大使館、日本関係団体、セミナーに参加する
県内企業などが参加し、立食形式での交流会を実施します。
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② 文化交流プログラム【11 月 17 日（土）～18 日（日）
】
リー・タイ・トー公園
➤ ベトナムトップアーティスト「Noo Phuoc Thinh」ライブ、
トークショー
ベトナムフェスタ in 神奈川 2018 で神奈川に行った感想や
訪問地についてのトークショーをスライドショーを交えながら
行うとともに、Noo Phuoc Thinh の ライブステージを実施します。

➤ 上野優華

ライブ、トークショー

ベトナムでも知名度が上がっている KANAGAWA FESTIVAL in HANOI の
スペシャルサポーターの上野優華によるライブ、トークショーを実
施します。

➤ 本物の「忍者」にあえる！風魔忍者パフォーマンスショー
➤小田原の伝説の風魔忍者がハノイに上陸。メインステージでスペシ
ステージイベント
ャルパフォーマンスショーを実施します。

➤ ステージイベント
メインステージでは、ベトナムで大人気のドラえもんによるグリー
ティングをはじめ、観客参加型の神奈川観光 PR クイズや在ハノイの
日本文化好きの方たちによる日本文化パフォーマンス、日本語ソン
グ限定のカラオケコンテストなど神奈川とベトナムの交流に係る
様々なステージを展開します。

➤ 神奈川県主催者ゾーン
神奈川とベトナムの経済、文化、観光、教育等での交流をPRします。
●寄木細工などの伝統工芸の紹介
●浴衣体験や観光地パネルを使ったフォトスポットの設置 等

➤飲食ブース、出展者ＰＲゾーン
企業や団体等の出展者を募集し、飲食ブースや企業、観光・教育等
多方面からイベントを盛り上げるブースを展開します。
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③

その他プログラム
～KANAGAWA FESTIVAL in HANOI はその他のイベントも充実～
➤

交通安全・ベトナム「絆」駅伝大会 2018

11 月 18 日（日）にリー・タイ・トー公園及びホアンキエム湖周辺
を利用し、「交通安全・ベトナム「絆」駅伝大会」が開催されます。
KANAGAWA FESTIVAL in HANOI のメインステージにて、セレモニーや
イベントを開催します。関連ブース出展などの連携を図ります。

※ その他、楽しいプログラムを企画中です。各プログラムのタイムスケジュールは８月下旬までに
「ベトナムフェスタ in 神奈川 2018」ホームページ、10 月下旬までに「KANAGAWA FESTIVAL
in HANOI」ホームページに掲載する予定です。
http://www.vietnamfesta2018.jp/index.html （KANAGAWA FESTIVALin HANOI は調整中）

8

