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         国際フェスタ202２ 参加のお知らせ 

 

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、広島タイ交流協会の運営・活動にご支援、ご協力をたまわり、誠にありがとうご ざいま

す。 

 さて、「国際フェスタ２02２」が、3年ぶりに対面形式で実施される事になりました。 

つきましては、広島タイ交流協会で主催しております「タイ・カービング教室」の講師、受講生の

皆様にご協力いただき、ワークショップ（制作体験）および作品販売を実施する事になりました。 

 ご興味のある皆様に、参加・見学をして頂ければ幸いです。 

 

 国際フェスタは、在住外国人を含む参加市民に国際交流・協力活動に親しみ、理解を深めてもら

うとともに、広島市の都市像である国際平和文化都市の実現に資することを目的に、公益財団法人

広島平和文化センターが主催し、独立行政法人国際協力機構中国センター、広島市が共催して行っ

ており、今年で２３回目の開催です。  

   令和４年度の開催概要 

  名称  ：国際フェスタ2022 ～ひらこう世界のとびら であおう世界のなかま～ 

  開催日時：１１月２０日（日）10時～16時 

  開催場所：広島国際会議場、平和記念公園、平和大通り緑地帯 

  ●広島タイ交流協会 タイ・カービングGrは、国際会議場の地階で活動します。 
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場所

11.20

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 the Peace Memorial Park！

ひろ  しま  こく  さい  かい   ぎ   じょう    へい   わ     き   ねん  こう  えん　　 

へい    わ   おお   どお       りょく   ち      たい    
ひろしまこくさいかい ぎ じょうみなみがわ

2022

10：00～16：00
日
sun

ひらこう世界のとびら

であおう世界のなかま

入場無料 Free Entry

23th

20222022

■主催／公益財団法人広島平和文化センター（国際部国際市民交流課、国際会議場）
■共催／独立行政法人国際協力機構中国センター、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／サンフーズ株式会社、全日本空輸株式会社中四国支社、田中食品株式会社、中国電力株式会社、広島ガス株式会社、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

Inte
rnational  Festival
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コーナー

「ダミーのタイトルです ここにタイトルが入ります」

ダミーの文章です。ここに文章が入ります。ダミー
の文章です。ここに文章が入ります。ダミーの文章
です。ここに文章が入ります。ダミーの文章です。こ
こに文章が入ります。ダミーの文章です。ここに文
章が入ります。ダミーの文章です。ここに文章が入
ります。ダミーの文章です。ここに文章が入ります。
【JICA中国、広島平和文化センター】

巻 誠一郎さん

●書道パフォーマンス（安田女子大学書道学科）

講 師

※本イベントは未就学児入場不可となります。
　ホール前モニターでご覧いただくことは可能です。 ⓒコピーライト

トークショー 10：30～12：30（10：00開場）

オープニングセレモニー 9：50～



N

広島城

「袋町」電停

「原爆ドーム前」電停

「平和記念公園」バス停

原爆ドーム

平和記念
　　公園

広島バスセンター

広島駅

県庁

市役所

平和大通り

国道2号

広島国際
会議場

ひろ さいこくしま

かい じょうぎ

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
　　　　　  「袋町」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。

♪

体験コーナー
■美しい剪紙（切り絵細工）に挑戦！
■タイ・カービング製作体験
■和紙ちぎり絵などで日中交流をつなごう！
■地球ひろば
■ユニセフすごろくとパネル展
■7か国語で話そう！ミニ体験
■広島から世界へ！姉妹・友好都市の旅
■中国帰国者とつくろう中国結び（組み紐）
■シェアリング・ネイチャー（自然とわかちあう）
■外国語のおはなし会

広島平和文化センター

広島タイ交流協会

虹橋の会

JICA中国

広島県ユニセフ協会

ヒッポファミリークラブ

広島平和文化センター

広島市国際青年ボランティア

■Cool Japan 茶道

■きものが着られる日

■楽しい いけばな体験

■和紙を使った書道体験コーナー

上田流和風堂

にちわ文化学院着付講師会つづみ着付教室

いけばなインターナショナル広島支部

安田女子大学文学部書道学科

■市民団体等活動紹介コーナー
■ユニタールの活動紹介展示コーナー
■海外活動・国際貢献紹介展示コーナー
■被爆者医療で世界に貢献するHICARE
■日本語教室紹介展
■安芸高田市国際交流協会の活動紹介
■呉市国際交流協会の活動紹介
■しょうばら国際交流協会の活動紹介
■企業の「国際交流・協力活動」紹介コーナー
■青少年の国際交流活動発表会
■留学生の故郷をめぐる旅
■多文化共生紹介コーナー

12団体

国連訓練調査研究所（ユニタール）広島事務所

ピースウインズ・ジャパン

放射線被曝者医療国際協力推進協議会（ＨＩＣＡＲＥ）

広島市日本語教室ネットワーク会議

安芸高田市国際交流協会

呉市国際交流協会

しょうばら国際交流協会

広島シンガポール協会

広島市教育委員会青少年育成部育成課

広島ＹＭＣＡ専門学校

ひろしま国際センター

１0団体

■広島市立大学国際学部公開講座
■日本語・英語で読む被爆体験記
■平和公園を英語でガイド
■「私もヒバクシャです」アメリカ人女性が築いた国際交流
■日本と世界の自然探訪発表会
■外国人が見たもう一つの日本史（英語）
■異文化理解講座

広島市立大学国際学部

ＰＩＬＥ

平和のためのヒロシマ通訳者グループ（ＨＩＰ）

新日本ガラパゴス研究会

Hiroshima Historiographers

広島平和文化センター

１4団体

広島県ユニセフ協会

広島平和文化センター JICA中国 広島平和文化センター

中国・四国
中国帰国者支援・交流センター

ワールド・
フレンドシップ・センター

広島市
シェアリングネイチャーの会

小学生のお子様からでも楽しめるイベントです。
こどもマーク

このマークがついているイベントに参加
するには、事前予約が必要です。（先着順）

要予約マーク

こくさい きょうりょく

①10：00～12：00 ②13：00～16：00 ①10：30～11：30 ②12：00～12：30 ③13：00～13：30

①10：00～12：00 ②13：00～15：00

①14：00～14：30 ②15：00～15：30

10：30～15：30

13：30～15：30

13：30～15：00

10：00～12：00

13：30～15：30

10：00～12：00

13：30～15：00

11：30～12：30

10：00～13：00

10：00～15：30

国際フェスタ国際フェスタ

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。
受付開始は令和4年●月●日（●）から先着順とし、定員に
なり次第締め切りとなります。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。

TEL.082-242-8879
〒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

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

国際フェスタ

お問い合わせ・ご予約のお申し込み
と あ よやく こう つう あん ないもう こ

交通案内

要予約

要予約

500円
材料費

600円
抹茶一服

（和菓子付き）

ひろしま国際村
        ～世界の屋台

むらこくさい

やたいせかい

屋外ステージ
（民族音楽、舞踏等）

おくがい

やたいぶとう などみんぞく おんがく

? 相談コーナー
そうだん

たいけん

ぶんかにほん たいけん

しょうかい

まな

■「平和文化月間」ブース出展

■子どもたちによる“平和なまち”絵画コンテスト入賞作品展

■核兵器廃絶を求める署名コーナー　

広島平和文化センター（平和市民連帯課）

広島平和文化センター（平和首長会議運営課）

広島平和文化センター（平和首長会議運営課）

■ビザ・在留資格に関する外国人相談

■出入国・在留手続に関する相談

■行政相談って何？

■外国人雇用・労働問題相談会

■外国人労働者向け労働相談ブース

■「広島市・安芸郡外国人相談窓口」の紹介

VISAサポートセンター

広島出入国在留管理局

総務省中国四国管区行政評価局

広島労働局職業安定部職業対策課

広島労働局労働基準部監督課

広島平和文化センター

平和のために
へいわ

要予約
外国人のみ

要予約
先着8名

国際協力バザー
いろいろな国の民芸品などがあります。
バッグ、ショール、小物など。

会場全体をめぐるスタンプラリー企画です。スタンプを集めて
素敵なプレゼントをゲットしよう！

世界各国の屋台料理をお楽しみください。
カレー、チジミ、ぎょうざなど。

こくさい きょうりょく

国際協力しよう
不要になった外国のコインや紙幣をお寄せください。

■世界のコインプロジェクト

ワールドたんけんスタンプラリー
国連が掲げた2030年までの17の目標！
スタンプを集めながら学びましょう。

ＳＤＧ’ｓスタンプラリー
世界の伝統舞踊・音楽を一緒に
楽しもう！　

新型コロナウィルス感染拡大
予防のためのお願い

●当日は会場受付で検温を行います。
37.5℃以上の方は参加をご遠慮いただ
くことがあります。
●参加にあたっては、必ずマスクの着用を
お願いします。
●咳エチケットを守り、こまめに手洗いを
し、会話は控えめにしてください。
●館内各所に手指消毒液がありますのでご
利用ください。

●対人距離を概ね１メートル以上確保して
ください。

当日は以下の
対策を行います。
あらかじめ
ご了承ください。

2022プログラム 日本文化体験コーナー

紹介コーナー

学びのコーナー


