
 ・ 会場ではマスクの着用をお願いします　
 ・ 発熱症状など、体調不良の方は
　ご入場いただけません

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、内容の変更または中止となる場合があります。詳しくはHPをご覧ください。

入場無料

にゅうじょう　 むりょう

新型コロナウイルス
感染防止対策へのご協力のお願い

あーすフェスタかながわ実行委員会:外国人学校ネットワークかながわ/外国籍県民かながわ会議/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/神奈川県/神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）/公益財団法人かながわ国際交流財団/特定非営利活
動法人かながわ難民定住援助協会/特定非営利活動法人かながわネパール人コミュニティ/独立行政法人国際協力機構横浜センター/在日
本大韓民国民団神奈川県地方本部/在日本朝鮮人総聯合会神奈川県本部/公益社団法人青年海外協力協会/全日本印度人協会/多文化活
動連絡協議会/特定非営利活動法人地球の木/野毛坂グローカル/横浜華僑総会/横浜国立大学/横浜市        

お問合せ：あーすフェスタかながわ実行委員会事務局（神奈川県国際文化観光局国際課企画グループ）
TEL：���-���-����（平日９時～��時）

動画を見ながら、線の部分をハサミで切ってから、
ぞうさんをつくりましょう！
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Instagramはこちら

HPはこちら



▼新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、以下の取り組みへのご理解・ご協力をお願いします▼

神奈川県には、現在���の国と地域の��万�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、「共に生きる」様々な豊かな多文化共生社会を築いていくことが求められ

ています。

「あーすフェスタかながわ」は、多文化共生社会の実現に向けて、国籍や文化などを持つ多くの県民の方々が

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、互いを理解する場として、実施しています。

楽しい企画がたくさん！

世界のキッチンカーが大集合！世界のグルメを楽しもう♪

会場ではルールを守って、安全に楽しみましょう！

「あーすフェスタ」ってどんなイベント？

不織布マスクの着用
をお願いします

��.�°C以上の
発熱症状がある方はご

入場いただけません

【パフォーマンス企画】

人との距離を
十分確保してください

アルコールによる手指の
消毒をお願いします

マスク飲食に
ご協力ください

声援は禁止します 「食べ歩き」
を禁止します

多文化？共生？地域づくり？あなたと私にできること

・第�部 基調講演
　　時間　 ��：��-��：��（開場��：��）
        ゲスト   田巻松雄さん 
　　　　　 （宇都宮大学 名誉教授）　
        テーマ   「日本の『多文化共生』の現状と課題」

・第�部 クロストーク・グループトーク
        時間　  ��：��～��：��（開場 ��：��）
         内容　 

【フォーラム企画】

【ワークショップ企画】

【展示交流企画】

世界の文化を体験しよう！ワークショッププログラム

・みんなでつくる!世界の工作

・ふれてみよう！世界の楽器

・遊んでみよう!世界の遊び

・知ってみよう！世界の飲み物

・話してみよう！世界のことば

おと　        おど　　        たの

せかいの音と踊り、楽しくひとつにつながろう！

・せかいの踊りでつなぐ多文化共生  ～Let`s  Step～

・せかいの音楽でつなげよう！       　～リズムを楽しもう～

・せかいの衣装を楽しもう！               ～ファッションショー～

・お笑いでせかいをつなげよう！        ～多言語まんざい～    など

おど　　                                                   た       ぶん     か     きょうせい　 せ     かい

せ   かい

せ   かい

せ   かいし

はな

あそ

せ   かい

あそ

の もの

がっき

こう    さく

き    かく

こう さく あそ

た    げん   ご

がっき たいけん

たい   かんた　 ぶん 　か    きょう  せい

ぶん か こと ば

き    かく き     かくこう  りゅうてん   じ

き     かく

おん    がく たの

たの き かく

  

い     しょう　        たの

わら 

工作や、遊び、楽器などを体験できます！世界の文化や言葉に
ふれて、多文化共生を体感してみませんか？
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会場を巡って多文化共生を知ろう！

・写真交流展
「多文化共生」の写真を物語つきで展示します！

・クイズスタンプラリー
クイズに正解してオリジナルスタンプをゲット！
楽しく多文化共生をまなぼう！

　    公式SNSもぜひチェックしてください！

テーマは、 「みんなで楽しむ！」、
「ひとつにつながる！」

立場や世代がちがっても、互いにであい、いっ
しょに楽しみ、みんなでひとつにつながろう！

外国につながりのある多数のゲストが登場！制度や文
化、言葉、地域実践について語りあい、他者への想像力
や自分の気づきを深めます。
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JR「関内駅」、横浜市営地下鉄「関内駅」から徒歩��分

みなとみらい線「日本大通り駅」県庁口出口より徒歩すぐ

神奈川県庁本庁舍

象の鼻パーク

地下鉄

交通アクセス
こう     つう


