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国際交流・協力の日

10：00～16：00
2016.11/20【sun】
〈場所〉広島国際会議場  平和記念公園
　　　平和大通り緑地帯（広島国際会議場南側）

Around Peace Memorial Park！

10：00～16：00
2016.11/20【sun】

International Festival

可以体验各国的
不同文化!

여러  나라의
문화체험을
할  수  있어요!

Lots of different 
cultural areas

and experiences!

!

Puede experimentar
la cultura de

diversos paises!

交通案内

お問い合わせ・ご予約のお申し込み

■主催／公益財団法人広島平和文化センター（国際部国際交流・協力課、国際会議場）
■共催／独立行政法人国際協力機構中国国際センター、公益財団法人ひろしま国際センター、広島市
■協力／生活協同組合ひろしま、公益社団法人日本産業退職者協会広島支部、広島信用金庫
■協賛／コカ・コーラウエストベンディング株式会社、サンフーズ株式会社、全日本空輸株式会社中四国支社、広島人権擁護委員協議会、広島電鉄株式会社、マツダ株式会社
■後援／広島県、広島県教育委員会、広島市教育委員会、中国新聞、中国放送、広島テレビ、広島ホームテレビ、テレビ新広島、広島エフエム放送

世界の国々にふれるお祭り
かい くに ぐに まつせ

TVでもおなじみの広島大学の長沼先生がやってきます！ 
未知の生物を追い求めて北極、南極、海の
底とあらゆる場所を飛び回る長沼先生が
世界各国での冒険談を話します。
本家のインディ・ジョーンズより
奇想天外な話が飛び出すかも!? 

N

広島城
Hiroshima Castle

「中電前」電停
Chuden-mae
Streetcar Stop

「原爆ドーム前」電停
Genbaku Dome-mae
(Atomic Bomb Dome)
Streetcar Stop

「平和記念公園」バス停
Heiwa Kinen Koen
Bus Stop

原爆ドーム
A Bomb Dome

平和記念公園
Peace Memorial Park

広島バスセンター
Hiroshima Bus Center

広島駅
Hiroshima Station

県庁
Prefectural
Office

市役所
City Hall

平和大通り Peace Boulevard

国道2号 Route2

Transportation
JR広島駅（南口から）
バ　　ス…広島バス吉島方面行きで「平和記念公園」下車　

徒歩約1分
市内電車…紙屋町経由広島港（宇品）行きで「中電前」下車　

徒歩約10分
　　　　　広電西広島（己斐）行き・江波行き・広電宮島口行き

で「原爆ドーム前」下車　徒歩約10分
※会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

要予約イベントは、電話で①参加希望イベント名、②お名前、③ご連絡先をお知らせください。
受付開始は平成28年10月15日（土）から先着順とし、定員になり次第締め切らせていただくので、お早めにお申し込みください。
※内容は、都合により変更される場合がありますので、ご了承ください。　※キャンセルされる場合、必ずご連絡いただきますよう、ご協力をお願いします。
※申し込みの際にいただいた個人情報は、当イベントに関する連絡以外には使用しません。

From JR Hiroshima Station(South Exit)
BUS:　　　　 Get on a Hiroshima BUS bound for Yoshijima and 

get off at  “Heiwa Kinen Koen” (Peace Memorial 
Park)

STREETCAR:Get on a streetcar bound for Ujina via Kamiya-cho 
& get off at “Chuden-mae”, or get on one bound 
for Koi, Eba, or Miyajima & get off at “Genbaku 
Dome-mae” (in front of the A-bomb Dome)

TEL.082-242-8879TEL.082-242-8879公益財団法人 広島平和文化センター　国際部 国際交流・協力課
〒730-0811　広島市中区中島町1番5号（広島国際会議場内）

Eメール：internat@pcf.city.hiroshima.jp
 Facebook　http://www.facebook.com/international.festival.hiroshima
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/ircd/

Você poderá
experiementar a

cultura de
diversos países!
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〈場所〉広島国際会議場  平和記念公園
　　　平和大通り緑地帯（広島国際会議場南側）
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Around Peace Memorial Park！

広島市の姉妹・友好都市
６都市をめぐる周遊パス
ポートを使って、ゲームや
体験をしましょう！素敵な
景品がもらえるかも！

広島から世界へ！

姉妹・友好都市の旅 会場全体をめぐるクイズ
ラリー企画です。クイズ
に答えて素敵なプレゼン
トをゲットしよう！

ワールドたんけんラリー
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ひろしま へいわ ぶんか こくさいぶ こくさいこうりゅう きょうりょくか
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QRコードから
Facebookに

アクセスできます。

「科学界のインディ・
ジョーンズになるまで」

か がくかかか がくがくがく かいかいかいかい

トークショー 13：30～15：30

広島大学大学院生物圏科学研究科　長沼 毅 教授
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【JICA中国】

【ひろしま・めっせんじゃー】
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広島国際会議場
International Conference
Center Hiroshima (ICCH)

ひろ　しま　こく　さい　かい　 ぎ　 じょう


