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多文化共生

EXPO
KASUGAI
（日）
11月 22 日（日）

OPEN10:00 ▶ CLOSE15 ： 30

色々な国を知ろう

アクセス
松新公園
JR 中央線「勝川駅」下車

JR 勝川駅南口から徒歩 1 分

文化は国籍や民族によって様々です！！文化の違いから起こる
考え方の違いを知って互いに思いやる考え方や気持ちを持つき
っかけになればと、多文化共生 EXPO を開催致します。

春日井市松新町 5 丁目 8-11

イベント開催にあたり協力くださった皆様に、心より感謝申し上げます。

世界の遊び！

文化や風習で考え方の違いを学ぼう！！
文化交流のブースで、世界の子供の遊び体験
マルシェもあるよ！
タイカレー・キーマカレー

ベトナム料理 ・ カフェ
詳細はスクロールしてね！

音の世界にふれてみよう！
南米アンデス音楽演奏とダンス

フラダンス ・ ヨガ体験 ・ ダンスステージ
詳細はスクロールしてね！

同時開催イベント

フェアトレード スイーツフェスティバル
フェアトレードを知って社会問題について学ぼう！

勝川公園
googlemap

マルシェ出店店舗紹介

キーマカレー Pippin
こんにちは！キーマカレーのピピンです！
愛知県、岐阜県を中心に日々移動販売をしています。
移動販売を通して、誰もが喜ぶ世界を作りたい。
お客様、社会、自分達も全て。
一つでも多くの『楽しい』、『嬉しい』、『笑顔』をお届け出来れば、それが
私達の喜びです。
今回の多文化共生 EXPO に出店させていただくことで、来ていただいた方
々、主催者様、その結果私達に沢山の笑顔が溢れることを願っております。
よろしくお願いします。

11 月 22 日の販売商品
Pippin キーマカレーライス

500 円

当店看板メニュー！
日本人の口に合うようクセのないオリジナルキーマカレーです。
野菜を長時間煮込むことで溶け出した自然な甘さとコクが特徴で野菜嫌いな
お子さまでも食べられる辛さ控えめのカレーになります。

Pippin キーマカレードッグ

350 円

Pippin キーマカレーを上に乗せたホットドッグになります。
食べた瞬間に広がる焼きたてパンの香りかじって滴るウインナーの肉汁そして
Pippin キーマカレーの旨味是非、ご賞味ください！

Pippin キーマカレーナチョス

300 円

オーガニックトルティーヤと Pippin キーマカレーの新感覚スナック！！
チーズトッピングとの相性抜群！

お餅？ワッフル？サクサクふわふわの新食感な和スイーツ！
日替わりのトッピングをチョイスして自分だけのお気に入りを見つけてください！

担当：杉本

080-1066-3144

400 円

マルシェ出店店舗紹介

ToGoKurumamichi
https://www.instagram.com/togokurumamichi/

名古屋市東区の車道にあります、マフィンと
焼き菓子、ちょこっとコーヒーのお店です。
国産小麦のみを使用し、店内で丁寧に焼き上げ
たマフィンと焼き菓子は自慢の一品です。

短縮 URL： https://onl.tw/j9tKAQh

11 月 22 日の販売商品
マフィンと焼き菓子

国産小麦のみを使用し、店内で丁寧に焼き上げた自慢の
マフィンと焼き菓子を、販売させて頂きます！！
販売商品詳細は当日のお楽しみ！！

マフィン ￥260 〜￥380 クッキー ￥200 〜￥480
住所：名古屋市東区筒井 3-18-21 メゾリエ車道 1F
交通手段：車道駅から 305m
営業時間：10:00 〜 19:00

070-1648-1050

店舗 URL
QR コード

マルシェ出店店舗紹介

Huong Viet（フォン ビェット）
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230106/23056933/
ベトナム家庭料理のお店 「フォンビエット」
食道楽で有名な名古屋に本格ベトナム料理のお店ができました。
ベトナム人シェフが心を込めてベトナムの味覚をお届けいたします。ベトナム家庭料理がメイ
ンですので、どなた様にも、お口に合う人気の一品を取りそろえております。ぜひ、お気軽に
お立ち寄りください。店内インテリアは落ち着いた風合いをめざしております。お料理と語ら
いを愉しめるスペースをこころがけ、おひとりでもグループでもお越しいただけるお店です。
せっかくの語らいの場ですので、貸し切りでのパーティーでのご利用も承ります。

11 月 22 日の販売商品
バインミー ( ベトナムのサンドイッチ )
フランスパンに切れ込みを入れ、バター、パテを塗り、なます、
コリアンダー、きゅうり、肉などを挟んだ後、ソースを掛けます。

600 円 / 1 個
揚げ春巻き
豚肉、タロ芋、シイタケなどを千切りにして炒め、ライスペーパーで
包み、油で揚げたものです。

300 円 / 2 本

ソイガー（Xoi ga）
ベトナムの鶏おこわ

500 円
住所：名古屋市千種区春岡 1-6-14 f メゾン池下 1F
アクセス：地下鉄池下駅３分

池下駅から 173m

営業時間：11:00 〜 22:00 定休日：月曜

080-3620-1188

店舗 URL
QR コード

マルシェ出店店舗紹介

Lunch time team93
https://lunchtime93.com/

ランチタイムチーム 93 は地域にひらかれた社員食堂です。
もともと私たちの会社に社員食堂はありませんでした。スタッフみんなが
健康でいきいきとして働くにはどうしたらいいか ? と考えたとき、出てき
たアイデアが「社員食堂をつくる」というものでした。そして社員だけで
なく、近くで働く人や地元の人にも健康になってほしいという想いから、
誰でも利用できる食堂としてオープンしました。食生活が豊かだと幸せに
なれる。私たちは、からだとこころの両方がほっとできるような場所を目
指しています。

当店では発酵調味料 ( 塩糀、しょう油糀、甘酒 ) を手作りしています。
無添加で小さなお子様でも安心して食べる事が出来ます。食品を発酵する
過程で増す「旨味」成分により様々なお料理が驚く程美味しくなります。

11 月 22 日の販売商品
ボルのカレー 各 650 円 ( 税込）
タイ人のボルが作る。本番タイカレー「ボルのカレー」大人気 ! ！
ルーはイエロー、レッド、グリーンの 3 種類から一つお選び
頂けます。保存料・化学調味料不使用の本格タイカレーを是非
味わってみて下さい。

お弁当の内容
・塩糀唐揚げ・ジャスミンライス・糀チキン・かぼちゃ・ズッキーニ
・赤ピーマン・レタス水菜
カレールーは 3 種類の中から 1 種類を、お選びいただけます！！

住所：〒486-0937 愛知県春日井市細木町２丁目１４１
アクセス：中央本線「勝川」駅から徒歩 10 分

駐車場：15 台完備

営業時間：9:00-18:00 定休日：土曜・日曜
席･設備：テラス席 2 席あり【6 名様テーブル、8 名様テーブル】
※テラス席はペット同伴可能

0568-33-6693

店舗 URL
QR コード

音の世界にふれてみよう！出演者紹介
ハワイアンフラ
Waiʼ olu Ani Peʼ ahi o Kaʼ eʼ e ( フラ教室ワイオル )
フラ教室の名前の、Waiʼ olu Ani Peʼ ahi o Kaʼ eʼ e とは
ハワイ語で「穏やかな波が幸せや楽しいことを運んで来る」
という意味を持っています。この名前は、カウアイ島のク
ムフラ Puna Kalama から頂きました。

春日井市内で、レッスンを開いています。
ハワイの風を、ハワイのフラでお届けします！

みんなで出来る簡単ヨガレッスン
お子様から高齢の方までみんなで出来るヨガポーズで楽しくヨガを体験！
講師紹介

土方美幸
資格取得歴
2015 年
国際ホリスティックセラピー協会 (IHTA) 認定
ヨガインストラクター 2 級 資格取得
2016 年
国際ホリスティックセラピー協会 (IHTA) 認定
ピラティスインストラクター 資格取得
2017 年
国際ホリスティックセラピー協会 (IHTA) 認定
ヨガインストラクター 1 級 資格取得
RYT200 ( 全米ヨガアライアンス認定資格 ) 取得

音の世界にふれてみよう！出演者紹介
南米アンデス音楽演奏とダンス
MIGUEL WAMAN ( ミゲル・ワマン )
2001 年来日し 2003 年に名古屋の大須でラテンアメリカと
日本を繋ぐ、大切な場所になるよう PUKIO Latinoamerica
（プキオ ラテンアメリカ）開店しました。店舗で販売して
いる南米民族楽器は、１つ１つ職人さんによる手作りで、
種類も充実して取り揃えており店舗オリジナルデザインの
ものもあります。その他、音楽レッスンやライブ、イベン
トも行っています。南米の文化を楽しみ、幸せな気持ちで
過ごせるお手伝いができればと願っております。

PUKIO Latinoamerica Access
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須 3-42-3
TEL/FAX 052-251-5161
営業時間 11：00 〜 20：00
定休日 火曜・水曜
（ネット販売は 24 時間）

ダンス出演者

南米の中央に位置するボリビアには、
インディオ、ヨーロッパ、アフリカの文化が
渾然一体となった音楽・舞踊の素晴らしい伝
統が存在します。
ボリビア舞踊とボリビア・フォルクローレ音
楽を、ボリビア民族舞踊団「バレエ・ボリー
バル・ナゴヤ」が紹介します。

https://pukio.jp/

ダンスステージ
JR 中央線・高蔵寺駅より歩いて４分

Access

アンデスを踊る風

スタジオ セプト
ダッシュで１分！

スタジオ セプトの特徴

〒487-0016 春日井市高蔵寺町北 4-1-15
高蔵寺ファーストビル４F
TEL 0568-64-5333
Mail studioseptno7@gmail.com
営業時間 月〜土 定休日 日曜
＊レッスンスケジュール通り

発表会・地域イベント
踊れるようになったら見てもらおう！レッスンの成果をご家族や友人に見てもらうスタ
ジオ発表会を毎年 3 月に開催！春日井まつりや名古屋のイベントへの参加など、発表の
場をぐんぐん広げています。

ショーケース・モブ
実力次第で、さまざまな企画イベントのショーケースにゲストとして参加する機会があ
ります。その他、フラッシュモブの企画参加などダンススキルを活かした活動に関わる
機会も盛りだくさん！

http://sept.main.jp/docs/

