
①10:30～12:00　②13:30～16:00

中国・四国 中国帰国者支援・交流センター

“中国式組み紐”を作ってみましょう。中国帰国者問題
をテーマとしたパネルも展示しています。

ご存知ですか？中国帰国者を…

アメリカ北西部に伝わる民族アートを体験しましょう。

◆カーリー国際交流員と
ネイティブ・アメリカン・アート体験

アメリカ人、カナダ人、中国人、バルバドス人と一緒に、そ
れぞれの国に伝わるアートのクラフト体験をしましょう。

国際クラフト体験

広島市シェアリングネイチャーの会
ネイチャーゲームを通して、五感で自然を感じ、見つめ
直してみませんか。

シェアリングネイチャー
（自然とわかちあう）

◆

◆

いけばなインターナショナル広島支部

日本の伝統文化の一つ、いけばなを見ていただき、外国の
方々に用意したお花で体験してお持ち帰りいただきます。
Festivalgoers from abroad--try your hand at Ikebana 
flower arrangement, a part of traditional Japanese 
culture. Arrangements can be brought home!

日本文化体験コーナー Hands-On Japanese Culture

たのしい いけばな体験
Fun Flower Arranging

①10:30～　②12:00～　③13:30～

要予約

にちわ文化学院手描染め講師会サークル

日本伝統工芸である友禅染に挑戦してみましょう。
Try the Yūzen dyeing technique, a traditional art of 
Japan!

自分だけの絵柄が描ける
友禅染め・型染め体験
Yūzen & Katazome Fabric Dyeing Workshop

①10:00～　②11:00～　③13:00～　④14：00～

要予約

にちわ文化学院着付講師会サークル

外国人を対象に（女性の
み）、日本文化のきものの
着付け体験ができます。日
本人女性は、①のみ着付け
指導が受けられます。
Festivalgoers from overseas-
try on Japanese kimono 
(women-only, please)! The 1st 
session is also open to women 
of Japanese nationality.

きものが着られる日
Wear Kimono for the Day

①10:00～12:00　②13:00～15:00

要予約

外国人市民の生活相談コーナーで通訳相談員の出身国
の写真展をします。また外国人を対象に日本文化体験
コーナーへのガイドやイベント全体の案内もします。
Check out an exhibition introducing the home countries 
of the interpreters at the Hiroshima City Consultation 
Service for International Residents.
Interpreters will also guide you to Hands-On Japanese 
Culture events and provide general festival information.

通訳相談員による写真展
多言語インフォメーション＆ガイド
Photo Exhibition/Multilingual Information & Event 
Guide By Consultation Service Interpreters

10:00～12:00

広島シンガポール協会

広島の企業が行っている「国際交流・協力活動」を紹介
します。

企業の「国際交流・協力活動」
紹介コーナー

ピースウインズ･ジャパン、広島NGOネットワーク、
放射線被曝者医療国際協力推進協議会(HICARE)

広島国際ホームステイクラブ

海外で国際的に活動をする団体や
広島から世界へ貢献する活動をす
る団体を紹介します。

海外活動・国際貢献紹介
展示コーナー

ホストファミリーに興味がある貴方。留学生やホームス
テイ体験者の話を聞いたり質問したりしてみよう。

あなたもできるホストファミリー

SONG for ACTION project team
広島県下で活動を行っている学生グループ約１０団体が
活動の紹介を行います。

Rookiez Square

中国新聞社編集局ヒロシマ平和メディアセンター

核兵器も戦争もない世界を目指して活動しているジュニアラ
イターについて、パネルと映像で紹介します。

中国新聞ジュニアライターの
国際理解活動紹介

50周年を迎えた青年海外協力隊による、体験発表の
コーナーです。各年代の経験者の貴重な話が聞けます！

JICA国際ボランティア体験発表会

15:00～16:00
青年海外協力隊広島県OB会

「広島市日本語教室ネットワーク会議」のメンバーの日本
語教室ボランティアグループを紹介する展示をします。

日本語教室ポスター展

平和のためのヒロシマ通訳者グループ（HIP）

英語で平和公園や広島の観光スポットなどをガイドするための入門講座。

学びのコーナー
まな

ひろしまを英語でガイド

10:00～12:00

要予約

日本ガラパゴス研究会（JAGS）

コスタリカ共和国とガラパゴス諸島へ訪れたエコツアー
を紹介し、環境問題を考えます。

国際交流とエコツアーを実行する会

13:00～15:00

広島市立大学国際学部

広島への旅行者や長期滞在者など、外の視点から、広
島の魅力や課題を探ります。

Visitorsから見た広島

13:00～15:30

国際協力バザー

国際協力バザーコーナーでは、いろいろな国の民芸品な
どがあります。各団体の活動紹介展示も行います。バッ
グ、ストール、小物など。
Sale of folk art and crafts from various countries.

ひろしま国際村～世界の屋台

世界各国の屋台料理をお楽しみください。各イベントの
合間に、昼食に、おやつにと、ぜひお立ち寄りください。
カレー、チヂミ、ぎょうざなど。
Try foods from around the world!

屋外ステージ

国内外の伝統舞踊・音楽のステージを見て、世界の舞踏
を知ろう！体験しよう！
Enjoy traditional dance and music 
performances from around the world!

平和のために

広島市長が会長を務める平和首長会議による、「核兵
器禁止条約」の交渉開始等を求める市民署名コーナー
です。

“「核兵器禁止条約」の
交渉開始等を求める市民署名”
コーナー

相談コーナー

在住外国人のためのビザ、生活、教育、子育てなどに関
する無料相談会です。
Also available: Help with concerns about foreign 
resident visas, daily living, education, child-rearing, etc.

外国人VISA無料相談会

ビザサポートセンター広島

JICA中国、ひろしま国際センター、
青年海外協力協会中国支部、青年海外協力隊広島県ＯＢ会

外国人とお話したり、おもちゃを作ったり、楽しみなが
ら異文化を“体験”しましょう。青年海外協力隊50周年
記念コーナーもあります。

体験コーナー
◆ 国際交流・協力活動を行っている市民団体の活動内容

や、支援国の現状などを紹介します。参加体験型コー
ナーもあります。

紹介コーナー

市民団体等活動紹介コーナー

JICA国際協力人材部

国際協力業界とは？!その概要やキャリアパスについて、
国際協力経験者による講演やパネルディスカッション、
講師を囲んでの意見交換会を行います。

国際協力人材セミナー in 広島
広島の青少年が取り組んでいる国際交流活動の様子を
報告し、意見交換を行います。

青少年の国際交流活動発表会

10:00～12:00
広島市教育委員会青少年育成部育成課

日本を飛び出し海外で活躍する大学生が、活動の成
果はもちろん、そこで得た経験や自身の成長を報告し
ます！

海外系プロジェクト活動報告会

13:00～14:30
広島経済大学興動館 上田流和風堂

広島に400年伝わる上田宗箇流茶の湯を通して日本の
心を体感してください。
Experience the spirit of Japan through a tea 
ceremony by the Ueda-Souko School, a 400-year 
old establishment in Hiroshima.

Cool Japan 茶道
"Cool Japan" Tea Ceremony

Free help regarding visas for foreign 
nationals!

国際協力をしよう

ご家庭で眠っている外国コインや紙幣はありませんか。
世界の子どもたちのために役立てています。

世界のコインプロジェクト
広島県ユニセフ協会

広島修道大学国際交流サークルICL
留学生と共に各国の遊びを体験してみましょう。好きな
国の遊びが見つかるかもしれません。

遊びを通して留学体験しよう！

こどもマーク (Child-friendly)
小学生のお子様からでも楽しめるイベントと
なっております。

要予約マーク (Reservations needed)
このマークがついているイベントに参加するに
は、予約が必要です。（先着順）申し込み先は裏
面をご覧ください。

イベント一覧

要予約

たい　　 けん

しょう　 かい

そう　　 だん

こく　　 さい　　きょう　 りょく

へい　　  わ

おく　　がい

こく  さい  むら 　　　 せ   かい　　     や　たい

こく　　さい　　きょう   りょく

に　　 ほん      ぶん       か         たい       けん

地球ひろば

相談相談相談相談
Consultation Area

国際協力バザー国際協力バザー国際協力バザー国際協力バザー国際協力バザー国際協力バザー国際協力バザー国際協力バザー国際協力バザー国際協力バザー国際協力バザー国際協力バザー
Int’l Bazaar (Fork Art/Craft Sale)

ひろしまひろしまひろしまひろしまひろしま国際村～世界の屋台国際村～世界の屋台国際村～世界の屋台国際村～世界の屋台国際村～世界の屋台国際村～世界の屋台国際村～世界の屋台国際村～世界の屋台国際村～世界の屋台
Ethnic Food Stalls & Int’l Village

屋外ステージ屋外ステージ屋外ステージ屋外ステージ屋外ステージ屋外ステージ屋外ステージ屋外ステージ屋外ステージ屋外ステージ
Outdoor Stage Performances

※雨天中止

ぞん　じ　　　　　　　　　　　ちゅうごく    き    こく  しゃ

こく  さい  こう りゅう いん

たい  けん

こく　 さい　　　　　　　　　　　　たい　けん

し　  ぜん

たい　けん じ　  ぶん　　　　　　　　　  　え　　がら　　　　  か

ゆう   ぜん     ぞ　　　　　　  かた     ぞ　　　　  たい    けん

き　　　　　　　　　　 ひ

つう   やく    そう   だん   いん                            しゃ   しん   てん

た    げん    ご

き   ぎょう　　　　　  こく    さい   こう  りゅう　　 きょう りょく  かつ   どう

しょう  かい

かい　がい　かつ　どう　　　 こく    さい   こう    けん  しょう  かい

てん　  じ

こく  さい　　　　　　　　　　　　　　　  たい  けん  はっ ぴょう かい

ちゅう  ごく    しん   ぶん

こく    さい     り    かい    かつ   どう  しょう  かい

に     ほん     ご     きょう  しつ　　　　　　　　　　　　  てん

えい　  ご

いち　　　らん

こく  さい  こう りゅう じっ  こう　　　　　 かい

み　　　　  ひろ   しま

かく　へい　  き     きん    し   じょう  やく

こう  しょう かい    し      とう　　　　もと　　　　　　　し     みん    しょ   めい
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ち　 きゅう
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せ　 かい

あそ　　　　　　 とお　　　　　 りゅう  がく  たい   けん
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