
    集まれ！盛岡好き！集まれ！台湾好き！ 10／30(金)～11／４(水)クロステラス盛岡 

盛岡台湾 Happy フェス  1027ver. 
 トーク ステージイベント ／ フード＆グッズ  土日祝日開催  

10 月 31 日 土曜日 星期六 11 月 1 日 日曜日 星期天 11 月 3 日火曜日文化の日 星期二 

 
高校生・学生、若者達の台湾トーク DAY 
（MC いわてとたいわん） 

歴史!食!文化!を語れ!! 
  深堀りレジェンド DAY 

（MC フロムいわて 野田尚紀） 

盛岡台湾「観光アカデミー」 
百年前から未来へ 

（MC 岩手観光アカデミー 北田耕嗣） 
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10:30 

 

学生が語る！配る!? 
岩手と台湾の魅力 

（いわてとたいわんのみなさん） 

知っておきたい！ 台湾ゆかりの 
岩手県人 深堀り講座 
(新渡戸基金 理事長 藤井茂さん) 

百年前の岩手を台湾に訪ねて 
～台湾旅遊記録～ 

(三田農林 三田林太郎さん) 

11:30 

 

目指せ！真の国際人!!郷土の先人 
Respect!!我ら世界の架け橋とならん! 
（岩手高校 国際交流部のみなさん） 

まだまだ素敵な台湾がいっぱい 
(岩手県台湾同郷会 会長 南郷成民 さん) 

(聞き手 岩台朋友会 菅沼則行さん） 

インバウンド再起へ!岩手観光の 
未来とは(岩手観光ｱｶﾃﾞﾐｰ 北田／ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰ
ｽ岩手 高橋駿二 他プロジェクトメンバー) 

13:00 

 

岩手県の日本酒と台湾 
（わしの尾 工藤朋さん） 
（聞き手 いわてとたいわん） 

ジークンドー（截拳道）演武披露 
＆護身術体験会 
（Deffic 盛岡武館 高橋和宏さん） 

日台高校生オンライン交流ナイト
～開催報告編～ 
（SoRaStars 山崎智樹さん 他） 

14:00 

 

デザインってすごい！ 
デザインの力と台湾のお話 

（Kuromame のみなさん） 

～わんこ・りんご・さくらんぼ～ 
食でつながる盛岡と台湾 
(ｻﾝﾌｧｰﾑ 吉田聡さん 東家 高橋大さん） 

盛岡という星 の おとなり台湾 
(ﾀﾔﾏｽﾀｼﾞｵ 石杜広平さん 盛岡市都市
戦略室 佐藤俊治さん ﾄﾗﾍﾞﾙ･ﾘﾝｸ 他) 

15:00 

 

海外フィールドワーク 
台湾研修報告 

(盛岡一高 台湾研修派遣生徒のみなさん) 

台湾のお茶と文化 
（Fu-dao 菅沼則行さん 菅沼麗雯さん） 

盛岡台湾 HappyProject のつづき 
公開 大妄想ミーティング 
(盛岡台湾 HappyProject メンバー他) 

 ☞各回（40－55 分）終了後はお席を入れ替えます   マスク着用にて会場に直接おこしください 

  
◆Fu-dao（台湾薄焼き･台湾ソーセージ･台湾茶 2種･豆花･台湾雑貨）◆東家（盛岡台湾特製弁当） 
◆サンファーム（りんごの台湾風菓子／果物・加工品）◆ふぉん（台湾メニュー） 

 ◆いわてとたいわん（31 日のみホットタピオカ）   
 ◇片倉佳史氏関連書籍販売（協力 さわや書店）  
 

   

 
 

パネル展示・PRブース 10 月 30 日(金)－11月 4日(水) 期間中毎日 10:00-19:00（４日 16:00 終了） 
 

高校生のみなさん 
＼ 成果発表コーナー ／ 

 
プロジェクトメンバー 
＼ 活動紹介コーナー ／ 

 
参加して楽しい 

＼ 企画いろいろ ／ 

 
期間限定！ 

＼ メニュー登場 ／ 
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◎研究発表／パネル展示 
岩手高校 国際交流部 

 盛岡四高 ２年 6 組 3名 
盛岡一高 グループ 

 
◎作品発表 
「盛岡の中の台湾」展 
岩手高校 写真部 

 
✓いわてとたいわん  
✓映像で紹介 盛岡台湾

Happy ヒストリー 
 
 
 
✓盛岡台湾 HappyProject 
活動紹介コーナー 

 
＊完成させよう 

Happy ランタンに 
願いをこめて 

＊子ども遊びコーナー 
＊盛岡台湾みんなの 
 動画メッセージ 
＊来場特典あるよ！！ 

 
◆クロステラス盛岡 
 協力店（予定） 
 

4 番目の珈琲店 
 
源喜屋 
 
近江亭 

 盛岡台湾『消しゴムハンコ』入国証明 ミッションコンプリートで先着 100 名様に進呈 
「台湾まるごとガイドブック」＆「盛岡という星でビジュアルブック」 

 ～サテライト企画 その１～ 日台高校生オンライン交流ナイト 
日程 11 月 2 日(月) 日本時間午後 6:00～ 会場 SoRaCafe（北飯岡・要事前申込） 

 ～サテライト企画 その２～ ディープな盛岡まち歩き クロステラス周辺をご案内 
日程 10/30・11/2・11/４(平日開催 各日午前 11:00 発(60 分)  10 分前受付～ 
集合：クロステラス盛岡 シルヴァンプラザ 参加 500 円 定員 8 名様 トラベル・リンク 

 ～サテライト企画 その３～ 台湾雑貨と書籍販売 
日程 11/3（火祝）限定！ 午前 10:00～18:00 会場 ポノブックス＆タイム（開運橋通） 

 盛岡台湾 Happy Project は盛岡市グループ補助金（地域好循環推進事業）を活用しています 
【グループ構成員】 トラベル・リンク㈱  (有)サンファーム 
【プロジェクトメンバー】㈱東家 いわてとたいわん 岩台朋友会 So Ra Stars㈱ ㈱トヨタレンタリース岩手  
岩手観光アカデミー ㈱フロムいわて 三田農林㈱ 湯守ホテル大観 小岩井農牧㈱ ㈱リアス観光 ㈱わしの尾  

【協力】 kuromame（学生デザインチーム）【Happy フェス】▣後援 IBC 岩手放送 テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 
【盛岡台湾 Happy Project 運営事務局】 盛岡市開運橋 2-23-3F トラベル・リンク㈱内  

TEL 019-658-8644 morioka@travel-link.jp  http://travel-link.jp 

 平日含め 
毎日開催！ 

 土日祝日 
プログラム 

 Happy フェス限定メニューでお待ち
しています♪!（土日祝日限定） 

 
地元局 
番組放送も 

mailto:morioka@travel-link.jp
http://travel-link.jp/

