
男女ツインボーカルユニット「万
貴音」が、グローバルに活動する
若者に向けて楽曲を制作中！
当日は完成した楽曲の披露と若者
たちとのトークショーを行います。

10:30 ～ 12:00
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！
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SONG for ACTION ワールドたんけんラリー
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主 催 ● 公益財団法人広島平和センター（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 ● 広島信用金庫、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
協 賛 ● マツダ株式会社、サンフーズ株式会社、コカ・コーラウエストベンディング株式会社、広島人権擁護委員協議会
後 援 ● 広島県、広島県教育委員会、広島市教育委員会、中国新聞社、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世界の国々にふれるお祭り

際交流・協力
日国 の 20152015
入場
無料

International Festival
Japanese Culture

 (Kimono, Tea Ceremony, 
Ikebana Flower Arranging, etc.),

Int’l Bazaar, Ethnic Foods 

Festival Para Troca de 
Cultura entre Países

Cultura Japonesa 
(Kimono, Cerimônia do Chá,Ikebana,etc) 

e de outros países. Barracas de 
artesanatos e comidas do mundo.

国际交流活动
日本传统文化的体验

（和服、茶道、插花等）
世界各国的民间

工艺品集市・饮食摊床

JICAとカープ球団の
スリランカ活動報告
「それ行けスリランカープ !!」

●JICA中国

広島の平和と復興のシンボルである
カープ球団。内戦を経て平和と復興に
取り組んでいる国、スリランカでは野
球人口がじわじわと増えてきているの
をご存知でしょうか。2015 年 7 月、
カープの野村謙二郎前監督が JICA と

一緒にそんな
スリランカを訪れ、現地の野球少年たちに野球教室を開
きました。内戦の爪痕の残る現地で野村前監督は何を見
て、何を思ったのか。スポーツを通した国際協力の現場
を、現地での映像や写真を使って紹介します。スリラン
カならではのお話も飛び出しますよ！
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Free Entry

Around Peace Memorial Park!

開場／10：00～16：00
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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국제교류 페스티벌
일본전통문화의 체험

(기모노,다도,꽃꽂이등)
세계 여러나라의　
민예품 바자·포장마차

Festival de Intercambio Internacional
Experiencia de la cultura tradicional de Japón 

(Kimono, ceremonia de té, Ikebana, etc.), 
Artesanías y Puestos de comidas del mundo.

●SONG for ACTION project team
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広島国際会議場
International Conference
Center Hiroshima (ICCH)

お問い合わせ・ご予約のお申し込み

会場案内
かい じょう あん ない

交通案内
こう   つう  あん  ない

と　　　 あ　　　　　　　　　　 よ   やく　　　　  もう　　   こ

TEL.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

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

〒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

http://www.pcf.city.hiroshima.jp/ircd/
            http://www.facebook.com/international.festival.hiroshima

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27年10月15日（木）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。

国際交流・協力の日 検索

JR広島駅（南口から）
バ　　ス・・・広島バス吉島方面行きで

「平和公園前」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。

Transportation

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).

facebook


