
フードコーナー11：00～15：00   

＠1階コミュニティカフェ 

・ランチセット 350円 （前売のみ） 
・ラタトゥイユ+パンセット 150円 
・ジャーマンポテト+ 
       ミートボールセット100円 
・おにぎり 100円   ・枝豆 50円 
・バニラアイス（バルサミコソース付き）100円 
・各種ドリンク 100円 
・コラボスイーツ 
→グラノーラバー、ティースコーン販売予定。
お楽しみに♪ 

 

国際交流ブース 

★エチオピアン・ 
ダンスワークショップ 
by モカ・エチオピア・ダンスグループ             

①12：30～②14：00～ 
（50分）@4階ダンススタジオ
エチオピアからやってきた世界
で一番肩こりに効くダンス！？
子どもから大人まで楽しめます。 

★ガーナ・伝統音楽 
ワークショップ 
by パンロゴ・ワールドミュージック㈱   

①12：30～②15：00～  
（60分）＠4階音楽スタジオ 
皆で体感しよう～ガーナ共和国
伝統音楽と舞踊のリズムを！ 

ケナフのエコパルプ 
づくりと紙すき体験 
by 駒場ケナフ工房        

11：00～16：00＠6階体育館
ケナフや様々な植物の繊維で新
しいエコの和紙をつくります。 

★オリーブオイル 
ソムリエ体験 
by ㈱グルメ・リパブリック    

①11：30～②12：30～     
③13：30～④14：30～ 
（30分）＠4階集会室A・B  
オリーブオイルソムリエが美味
しくて体にいいオリーブオイル
の見分け方を教えます。 

文字の花を咲かせよう 
by花文字ソムリエ工房       

①11：00～②13：30～   
③15：00～（60分）    
＠4階集会室A・B           
美しい動植物を使って、幸せを
呼ぶ花文字を描こう！誰でも楽
しんで描けます。 

ウズベキスタン   
民族衣装の試着体験       
byウズベキスタン共和国大使館  

11：00～16：00      
@4階集会室A･B       
ウズベキスタン伝統の民族衣装
が試着できます。      
写真撮影OKです。 

Nishiura Style 
書道教室 
by （特非）和親文化交流会月のあかり              

11：00～16：00      
＠4階集会室D        
世界で活躍する西浦喜八郎先生
Styleの書道教室です。   
先着３０名書道体験後に点出し
抹茶とお菓子を進呈します。 

 

ムスリムファッション

を体験しよう 
by（一社）日本ムスリムファッション協会

11：00～16：00      
＠4階集会室A・B      
ムスリムファッションで記念撮
影♪ハラル認定のパンも提供 

カザフスタンの 
自然と文化 
by カザフスタン共和国大使館      
11：00～16：00      
＠4階集会室A・B      
シルクロードのオアシスとして
栄えた国、カザフスタンの伝統
衣装、工芸品、ゲームを楽しむ
ことが出来る貴重な機会です。 

 

モルディブ 
白い砂体験＆クイズ 
by モルディブ共和国大使館 

11:00-16:00＠4階集会室A･B 
モルディブのきれいな白い砂体
験。モルディブは99％が海、

1％が陸です。 
 

多国籍 
スペシャルフード 
by 1階コミュニティカフェ   ああ

前売8/17～9/4まで発売    
＠プラザ神明        
プラザ神明で多国籍料理が!? 
前売りチケットのみ、お得な
セット価格（350円）です！ 
お早目に♪ 

 

コラボスイーツ 
by 戸板女子短期大学    ああ

11：00～15：00＠プラザ神明 
この度、プラザ神明と戸板女子
短期大学食物栄養科がコラボし
ました！グラノーラバー・
ティースコーン販売予定。お楽
しみに♪ 

※「★」マークは事前予約受付中 

企業交流ブース 

あなたの健康・味覚を
チェックします 
by 太陽化学㈱         

11：00～16：00（味覚クイズ
は時間制）＠4階ラウンジ       
鉄分分析による貧血チェックな
どの体験、味覚クイズを楽しん
でいただけます。 

自分色に染める！ 
東京タワー 
by 日本電波塔㈱        

11：00～16：00＠6階体育館 
東京タワーの塗装を学び、自分
の好きなカラーで塗れる東京タ
ワーのぬり絵にチャレンジして
みよう！ 

銀行について学ぼう 
by ㈱三井住友銀行        

①12：00～②14：00～  
（60分）＠6階体育館    
銀行の仕事について、分かりや
すくご説明します。 

★自分のからだを新発見！  

パワーアップエクササイズ体験 
by （特非）NSCAジャパン    
①11:30～②13:30～    
③14:15～(30分)＠6階体育館 
生活の中でできるエクササイズをご紹
介します。上記時間以外もエクササイ
ズグッズなどが当たる、楽しいクイズ
もご用意しています！ 

世界でひとつの 
貯金箱づくり！ 
by SMBCコンシューマーファイナンス㈱  
11：00～16：00      
＠5階ラウンジ       
世界でひとつだけのうさぎさん
やとらさんの貯金箱をつくって
みませんか？ 

★博多一風堂WORK SHOP 
by ㈱力の源カンパニー 博多一風堂 

①11：00～②12：30～   
③14：00～（90分）    
＠4階集会室C         
一風堂のラーメン・餃子の秘密
をお教えします。※小学3年生以
下のお子様は親御様と同伴でご
参加してください。 

芸術・その他交流ブース 

第一印象が良くなる
パーソナルカラー診断 
by YN-nouveau.official  

11：00～16：00   
＠6階体育館      
10歳若返ります♪お似合
いのカラーでお顔がより綺
麗に観えます。 

アロマハンド 
マッサージ体験 
by 芝地区総合支所区民課保健福祉係          

11：00～16：00   
＠4階ラウンジ 

良い香りのマッサージ
で元気いっぱい♪ 

自分だけのうちわ
をつくろう！ 
by 芝会議・地域コミュニティ部会          

11：00～16：00   
＠5階図書室      
自分だけのオリジナルう
ちわを作ろう！プレゼン
トもあるよ！ 

マイはしづくり 
by 群馬県沼田市     

11：00～16：00   
＠6階体育館      
間伐材を使って、箸を手作
り！ 

エコスポーツレク 
by（一社）日本コムスポーツ協会            

①12:30～②15:00～
（40分）＠6階体育館  
新聞紙や広告の紙を使って
遊び道具と、楽しい遊びを
作ろう！！ 

みんなで手作り 
水族館 
by 神明子ども中高生プラザ

11：00～16：00      
＠5階ダンススタジオ     
絵に描いた魚が泳ぎだす?! 
本物の魚もいるかも?! 手
作り水族館♪ 

エコの森すごろく 
by 港区立エコプラザ    
①11：00～12：30     
②13：30～15：00         

＠エコプラザ      
自分がコマとなって挑戦す
る、巨大すごろくゲーム。
見事クリアできると、素敵
な景品が待ってます。 

おはなし会 
by 神明保育園・神明子ども中高生プラザ      

①11：40頃②14：10頃
（20分）＠5階プレイルーム         
プラザ神明スタッフによる
おはなし会です。内容は当
日のお楽しみ♪ 

自転車シミュレーター

交通安全教室 
by 港区土木課       

11：00～16：00   
＠6階体育館      
自転車シミュレーターを
使って、楽しく交通ルール
やマナーを学びます！ 

オガ屑からできた粘土
で箸置きやバッチを作
ろう 
by （一社）木暮人倶楽部       

11：00～15：00   
＠6階体育館      
木暮人祭り木暮人映画祭でお馴
染みの楽しい粘土細工を体験し

ましょう。       

バルーンアート配布・ 
ジャグリング体験     
コーナー！！ 
by芝浦工業大学         

パーフォーマンスサークルシャングリラ          

11：00～16：00   
＠6階体育館      
大道芸を身に付けてみませんか？分

かりやすく丁寧に教えます！      

★七宝焼でアクセサ
リー作り 
by 神明子ども中高生プラザ

11：00～16：00   
＠5階工作室      
日本の伝統工芸「七宝焼」
のキーホルダーやアクセサ
リーをつくります。 

環境体験ゲーム 
Logy＆Nomy 
ロジーアンドノミー 
by 慶應義塾大学環境教育ツー
ルLogy&Nomy      

11：00～16：00     
＠5階プレイルーム      
ボードゲームで環境問題に
ついて楽しく学ぼう！ 

オリジナル 
スイーツデコ 
by 神明子ども中高生プラザ

11：00～16：00     
＠6階体育館        

色々な粘土で本物そっくり
の食べ物をつくります。 

 

ステージイベント＠6階ホワイエ 
 

12:30～文字の花を咲かせよう 
by 花文字ソムリエ工房 
 

13:00～ジャグリング 
by 芝浦工業大学パーフォーマンスサークル”シャングリラ” 

 

13:30～書道パフォーマンス 
by (特非)和親文化交流会月のあかり(西浦喜八郎) 
 

14:00～ガーナ民族音楽 
    by パンロゴワールドミュージック㈱ 

14:00～ノッポンと踊ろう♪遊ぼう♪ 
              by 日本電波塔㈱ 

15:00～ 朗読&お国紹介 
   by モカ・エチオピア・ダンスグループ 

「エコスポーツレク」 
～新聞紙で遊び道具と楽しい遊びを作ろう～ 
  by（一社）日本コムスポーツ協会 
①12:30～13:10 
②15:00～15:40 

14:00～ガーナ伝統音楽 
by パンロゴ･ワールドミュージック㈱ 
 

14:30～ノッポンと踊ろう♪遊ぼう♪ 

by 日本電波塔㈱ 

 

15:15～朗読&お国紹介 
by モカ・エチオピア・ダンスグループ 

 

※ブース内容は多少変更する場合がございます。 

★ ★ ★ 

★ ★ 

★ 

骨年齢       
血管年齢測定 
by 芝地区高齢者相談センター

11：00～16：00     
＠6階体育館         

健康チェック！！          

 


