
（出店団体の皆様やボランティア等によるボランタリーなプログラム・・・） ※開催日直前まで変更があるかもしれません。直前に再度ご確認ください（2018/9/20 現在）

● MISHOP-FES 2018 WBA- World Bazaar Attraction - Time Schedule （４箇所で実施、WBA-１･２･３AB＆４AB） 【--】
時 時
間 間 時間
枠 ♪♪♪ #C30 ♪♪ #C15 ［A］プレゼン系 ♪ #B13 ［B］ワークショップ系 ♪ #B12 ［A］クイズ＆トーク系♪ #A19 ［B］着付け､体験型  #A20 ＃A01 8/18現在･案

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 10:00 ●10:00- 開会・挨拶

10:05 ストリートチルドレンの 10:05 フェスティバル実行委員長

1 10:10 バタタケンチ ♫ 二胡の演奏 ♫ 生活を知ろう・クイズ� マラウィの国紹介� 10:10 三鷹青年会議所理事長

10:15 東京外国語大学 日中友好倶楽部 ストリートチルドレンを考える会 マラウィ共和国、 10:15

10:20 ブラジル研究会 中国 メキシコ､フィリピン スワジランドの学生支援の会 10:20

10:25 #C35 #C42 #A10 #B17 10:25

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 10:30 ●10:30- ステージ開会

10:35 みんなで盛り上がろう！ スペイン語を歌いながら アジアをつなぐ ✋ ブラジルの 女性の民族衣装 � 10:35 ●10:35-10:50

2 10:40 アフリカンミュージック ♫ 楽しみましょう ♫ フェアトレードって何？� エコ手芸 風船割りゲーム ✋ ｢ヴォワル｣体験 10:40 和太鼓

10:45 アフリカ文化交流 アフリーク CANTANDO CON ALEGRIA るま・ばぐーす らっこの会 日本ブラジルサポートの会 日本モーリタニア友好協会 10:45 井の頭鼓響

10:50 アンデスの心 ペルー アジア､アフリカ､中南米 10:50

10:55 #C36 #A09 #A10 #B07 #A08 #C12 10:55

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

11:05 ジャンベ演奏 コーヒー飲み比べ！� クイズに答えて、 パキスタンの 11:05 ●11:05-11:35

3 11:10 メキシコ民族舞踊 ♫ たたいて！おどって！ ラオスコーヒーはどれ？ ゾウさんバランスゲーム✋ クーポンゲット！ � 民族衣装体験 � 11:10 アルパ

11:15 メキシカンダンス アフリカを感じよう!! ♫ 学生団体フェアトレード アニム・プロジェクト ▼キッチンカー【A】 パキスタンの会 11:15 浜根未稀とラス・マルガリータス

11:20 学生団体 ファム カフェ  ドリップパックプロジェクト ラオス ケニア １）Zu-カフェ 11:20 パラグアイ

11:25 - #B14 #B10 #C03 ２）SICIL #C44 11:25

11:30 ●11:30-12:00 ●11:30-12:00 ●11:30-12:00 ●11:30-12:00 ３）デューズ ●11:30-12:00 11:30

11:35 LOVE&PEACE ４）Kenn's Diner キミもアナタも � 11:35 ●11:35-11:50

4 11:40 インドネシア舞踊と音楽 ♫ みんなで歌おう ♫ スワヒリ語入門 � ソマリアのぬり絵 ✋ ５）スブラキハウス くってけ亭 マサイの戦士に変身だ！ 11:40 サンバ

11:45 インドネシア ゴーヤングリダ  コヨーテ 特活）キ・アフリカ ソマリアを支援する会 ６）ADVENTURES・PARTY サイディアフラハの会 11:45 東京外国語大学ブラジル研究会

11:50 USA ７）ミスターチキン ケニア 11:50 ブラジル

11:55 #C37 #C41 #C04 #C06 #C26-28,31-34 #C13 11:55

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 12:00 ●12:00-12:30

12:05 タイのムエタイ･チャンピオン ♫ アメリカン・マジシャン ♫ Breathing � 一緒に作ろう ✋ パラグアイの 12:05 ゴスペル

5 12:10 デモンストレーション 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 � 12:10 URUHAMO ウルハモ

12:15 サケ アンド アスカ 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 12:15 アメリカ

12:20 キッチンカー【B】 マーノ・ア・マーノ 12:20

12:25 #C38 # #C05 #C07 #C24 #C18 12:25

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 12:30 ●12:30-12:45

12:35 マイケル・ジャクソン ダンス ♫ ブルキナファソの � 自分の干支の動物を ✋ サリーの着付け 12:35 挨拶 MISHOP理事長

6 12:40 早稲田 タイのフルーツカービング ♫ 生活と活動紹介 描いてみよう スウェーデンのクイズ � デモンストレーション � 12:40 三鷹市長､ 少年少女国連大使

12:45 マイケル･ジャクソン研究会 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 モノクローム＆カラーズ 特活）国際エンゼル協会 12:45

12:50 USA キッチンカー【B】 カンボジア､ミャンマー バングラデシュ 12:50

12:55 - #B21-23,A13-17 #C10 #C08 #C43 #C19 12:55

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 13:00

13:05 アイルランド伝統音楽 ♫♪ クラシック バイオリン ♫ ラオスを知ろう！� 1つのバッグから広がる、� ネパール・ フランスの 13:05 ●13:05-13:35

7 13:10 アイリッシュ 阿部千恵子とアンサンブル 特) 日本国際 フィリピンとフェアトレードの世界 トークショー� ペタングゲーム✋ 13:10 ロック

13:15  ネットワークジャパン キッチンカー【B】 ボランティアセンター JVC 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 13:15 THE BEATMASTERS

13:20 ヨーロッパ 13:20 ザ・ビートマスターズ

13:25 #B18 #B21-23,A13-17 #C09 #B09 #B16 #C25 13:25 イギリス

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 13:30

13:35 アフガンダンス ♫ クイズで学ぼう！ � フェアトレード 13:35

8 13:40 "アタン" タイ舞踊 ♫ ｢フェアトレード&エシカル｣ 「世界とつながる｣クイズ � ベネズエラクイズ � 中国の人形づくり ✋ 13:40

13:45 アフガニスタン大使館 Nanaさん 学習院大学国際協力団体 TASラボ ベネズエラ大使館 アジア・アフリカ語学院 13:45

13:50 Ms.Tongsaiporn Amornrat Anchor 13:50

13:55 #B15 #
#B11 #B08 #C01 # 13:55

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 14:00 ●14:00-14:25

14:05 ペルーのアンデス民族踊り 民族衣装を着て 知ってびっくり！イスラエル 子供向け インド等の伝統 14:05 フラメンコ

9 14:10 バリーチャ ♫♪ 写真を撮ろう ♫  フォークダンス 教室♫  パレスチナを知ろう！✋ バングラデシュ・ゲーム✋ ボディペイント体験 ✋ 14:10 スタジオトルニージョ

14:15 クントゥル ラテンアメリカ ココナッツの会 ベナン イスラエル大使館 特活) パレスチナ コポトッコ バングラデシュ チニーズ 14:15 スペイン

14:20 カルチャー プラン 子どものキャンペーン 14:20

14:25 #A07 #C17 #B17 #C11 #C20 #C22 14:25

14:30 ●14:30-15:00 ●14:30-15:00すぎ ●14:30-15:00 14:30

14:35 （少年少女国連大使）� キルギスの伝統音楽 ペーパービーズを作ろう！ ✋ 14:35

10 14:40 -  音楽 コムズと クラウン芸 ♫♪ 学生NGO ALPHA 14:40

14:45 ●14:45-15:20すぎ テミルコムズ ♫ ▼キッチンカー【A】 フィリピン（子ども向） 14:45

14:50 シルクロードベーカリー シェル 14:50 ●14:50-15:20

14:55 中国雑技団 張海倫の #C40 #A11 14:55 タンゴ

15:00 「変面＆中国雑技」 ♫♪ ●15:00-15:30 注釈） 15:00 ジャクロタングス

15:05 キッチンカー【B】 ブラジル音楽 ショーロ ♫ ♫♪ 音楽や舞踊、音あり 15:05 アルゼンチン

11 15:10 アルヂ・ブラジレイラ #C26-28,31-34 � トーク等、マイク音あり 15:10

15:15 キッチンカー【B】 � 民族衣装着付け等 15:15

15:20 ✋ ワークショップ､体験型等 15:20 ●15:20- フィナーレ

15:25 #B21-23,A13-17 #B21-23,A13-17 15:25 ●15:25- 閉会・挨拶

15:30 15:30

WBA [１] WBA [２] メーンステージWBA [３] ♪ フェアトレード＆NGOs WBA [４]


