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ビッグバンド・ジャズ演奏

グアム・チャモロダンス

ポップス

フラダンス

ヒップホップダンス

会場図

自転車置き場

…テント

…キッチンカー

…ゴミステーション

…飲食スペース

韓国光明（クァンミョン）市
との交流事業の紹介

A

大和市国際化協会の紹介B

B

A

※時間は予定です。

大和で世界の料理を味わおう！

Ｂig１８オーケストラ

やまと国際オペラ協会

Tina

フラレイマカマエ

日本マリネラ協会

Groovy☆Buddy

クラシック
（声楽+小オーケストラ）

インド宮廷舞踊
カタックダンス他

みやびカタック
ダンスアカデミー

グマ ファマグウン 
タノ ザニ タシ

ペルー舞踊
マリネラ・ノルテーニャ

ステージプログラム

インドネシア風のスパイスで味付
けされたBBQチキン。エビセンベ
イとチリソースのトッピングととも
に楽しめます。

インドネシア風のスパイスで味付
けされたBBQチキン。エビセンベ
イとチリソースのトッピングととも
に楽しめます。

TEL.046-260-2117TEL.046-260-2117
大和市大和東3-1-13大和市大和東3-1-13イベントで

臨時営業しています！
イベントで

臨時営業しています！

インジェラはテフ粉で作るクレー
プみたいなエチオピアの主食。今
回はエチオピアカレーと共に独特
の食感（笑）をお試しください。

インジェラはテフ粉で作るクレー
プみたいなエチオピアの主食。今
回はエチオピアカレーと共に独特
の食感（笑）をお試しください。

イベントで
臨時営業しています！

イベントで
臨時営業しています！

ミーが「麺」、アヤムが「鶏肉」と
いう意味で、言ってみればインド
ネシアの「鶏そば」。食べたら
ちょっとインドネシア通？

ミーが「麺」、アヤムが「鶏肉」と
いう意味で、言ってみればインド
ネシアの「鶏そば」。食べたら
ちょっとインドネシア通？

イベントで
臨時営業しています！

イベントで
臨時営業しています！

ヨーグルトとスパイスで味付けし
た骨付き肉をタンドールという窯
で焼きあげます。お店に行けば本
格カレーを楽しめます。

ヨーグルトとスパイスで味付けし
た骨付き肉をタンドールという窯
で焼きあげます。お店に行けば本
格カレーを楽しめます。

TEL.03-3475-4123TEL.03-3475-4123
東京都港区六本木3-11-7-6F東京都港区六本木3-11-7-6F

ジャークチキンはカリブ海に浮か
ぶ島国ジャマイカのソウルフード。
これを食べたら気分はカリブ海～
♪かも

ジャークチキンはカリブ海に浮か
ぶ島国ジャマイカのソウルフード。
これを食べたら気分はカリブ海～
♪かも

TEL.046-275-3112TEL.046-275-3112
大和市西鶴間1-13-4大和市西鶴間1-13-4

言わずと知れた「すっぱからい」
タイのスープ、トムヤムクンにビー
フンの入った逸品です。

言わずと知れた「すっぱからい」
タイのスープ、トムヤムクンにビー
フンの入った逸品です。

TEL.046-260-6444TEL.046-260-6444
大和市桜森2-14-17大和市桜森2-14-17

野菜と一緒に炒めてスパイスで味
付けしたビーフン。お店に行けば
本格カレーなど充実のインド･
ベンガル料理が楽しめます。

野菜と一緒に炒めてスパイスで味
付けしたビーフン。お店に行けば
本格カレーなど充実のインド･
ベンガル料理が楽しめます。

中東周辺で食されるケバブ、屋台
ではパンにはさんでいただくスタ
イルが主流です。ハラルなので誰
でも楽しめる一品です。

中東周辺で食されるケバブ、屋台
ではパンにはさんでいただくスタ
イルが主流です。ハラルなので誰
でも楽しめる一品です。

イベントで
臨時営業しています！

イベントで
臨時営業しています！

南米では「アサード」とも言われ
る串焼きのバーベキュー。お肉の
うまみを岩塩の味付けで楽しめ
ます。

南米では「アサード」とも言われ
る串焼きのバーベキュー。お肉の
うまみを岩塩の味付けで楽しめ
ます。

イベントで
臨時営業しています！

イベントで
臨時営業しています！TEL.044-863-7208TEL.044-863-7208

愛川町中津68-12愛川町中津68-12

小麦粉で作る生地に鉄板で焼い
た肉と野菜をはさんでいただくメ
キシコの屋台料理。お好みのソー
スでお召し上がりください。

小麦粉で作る生地に鉄板で焼い
た肉と野菜をはさんでいただくメ
キシコの屋台料理。お好みのソー
スでお召し上がりください。

TEL.046-204-5926TEL.046-204-5926
大和市南林間2-10-17大和市南林間2-10-17

表面はカリッとしていて、中から
スープがあふれ出てくる中国の点
心。ぜひアツアツのうちにお召し
上がりください。

表面はカリッとしていて、中から
スープがあふれ出てくる中国の点
心。ぜひアツアツのうちにお召し
上がりください。

ボリビアは南米の内陸国。バーベ
キューグリルでこんがり焼いた
ソーセージを食べ、ボリビアを感
じてみてはいかが？

ボリビアは南米の内陸国。バーベ
キューグリルでこんがり焼いた
ソーセージを食べ、ボリビアを感
じてみてはいかが？

イベントで
臨時営業しています！

イベントで
臨時営業しています！TEL.046-205-2508TEL.046-205-2508

大和市林間2-22-19大和市林間2-22-19

スパイスの効いた、これぞエス
ニック料理という一品。お店に行
けばワンプレートのスリランカ
カレーを堪能できます。

スパイスの効いた、これぞエス
ニック料理という一品。お店に行
けばワンプレートのスリランカ
カレーを堪能できます。

TEL.042-705-6117TEL.042-705-6117
相模原市南区相模大野8-14-5相模原市南区相模大野8-14-5

パッタイは日本で言えば焼きそば
に当たる代表的なタイ料理の一つ
で、甘めの味付けが特徴。

パッタイは日本で言えば焼きそば
に当たる代表的なタイ料理の一つ
で、甘めの味付けが特徴。

TEL.046-261-2003TEL.046-261-2003
大和市中央4-4-5大和市中央4-4-5

チヂミは代表的な韓国料理の一
つですが、鉄板で焼かれた屋台の
チヂミはまた格別。お店に行けば
韓国の炭火焼肉を楽しめます。

チヂミは代表的な韓国料理の一
つですが、鉄板で焼かれた屋台の
チヂミはまた格別。お店に行けば
韓国の炭火焼肉を楽しめます。

TEL.046-409-0515TEL.046-409-0515
大和市大和東2-8-16大和市大和東2-8-16

ぐるぐるに巻いたお肉を大きな長
ナイフで切って提供してくれる
パフォーマンスにも注目のケバブ
サンド。

ぐるぐるに巻いたお肉を大きな長
ナイフで切って提供してくれる
パフォーマンスにも注目のケバブ
サンド。
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インドネシア料理
アジアンゴーヤングリダ

エチオピア料理
セブントレーディング

インドネシア料理
サリラサ

ネパール･インド料理
ハッピー

ジャマイカ料理
チキンマン

タイ料理
タイレストラン リナ

インド･ベンガル料理
ラニー

エジプト料理
ナイル エジプト

ブラジル料理
ボン チュロス

メキシコ料理
サボール・ラティーノ

中国料理
上海Delica

ボリビア料理
タコス&バーガー

スリランカ料理
シナモンガーデン

タイ料理
タイレストラン トムヤムクン

韓国料理
じゃんぼ

トルコ料理
インカケバブ

アヤムバカールアヤムバカール

インジェラ&エチオピアカレーインジェラ&エチオピアカレー ミーアヤムミーアヤム

タンドリーチキンタンドリーチキン ジャークバーベキューチキンジャークバーベキューチキン

トムヤムクンラーメントムヤムクンラーメン 焼きビーフン焼きビーフン

ビーフケバブサンドビーフケバブサンド シュラスコシュラスコブリートブリート 焼小籠包焼小籠包

ボリビアソーセージボリビアソーセージスパイスチキンレッグスパイスチキンレッグパッタイパッタイ チヂミチヂミ

ケバブサンドケバブサンド


