
オンライン配信
あります!

13:30～15:30(13:00 開場）

150人(オンライン:最大500人)定員

時間
場所 広島国際会議場 B2F ダリア

申込アドレスQRコード

2021年11月21日日［要申込］
第
22
回

いずれの催し物も事前申込みが必要です。申込み方法など、詳しくは裏面をご覧ください。

大木 毅 氏  講演会

絶滅に抗した町
スターリングラード
戦の歴史的意味
ロシアの｢ボルゴグラード市｣
は広島市の姉妹都市です｡
大きな戦争被害のあった両
市が姉妹都市提携を結んで
来年で50周年の節目の年を
迎えます｡
これを期に､ボルゴグラード
市が大きな戦争被害を受け
た｢スターリングラード攻防
戦｣の悲惨さを知り､両市の
姉妹都市提携の意義深さを
考える機会にしませんか？

毎年大人気のトークショー｡今年は｢ざんねんないきもの事
典｣や｢わけあって絶滅しました｡｣等の図鑑制作で知られる
丸山貴史さんと､今年50周年を迎えた安佐動物公園の野田亜
矢子さんをゲストにお迎えします｡
いろんな動物の､ちょっとざんねんな､でも愛おしいあれこ
れを聞いて､いきものと一緒に暮らすこと､いきものを守る
ためにできることを考えてみよう！

広島市には世界に６つの姉妹･友好都市があります｡
これらの都市をめぐり､世界一周のバーチャル体験をして
みませんか？姉妹･友好都市との交流の推進役である“ヒロ
シマ･メッセンジャー”の
皆さんがご案内します｡

姉妹･友好都市をめぐるバーチャル世界一周
～ヒロシマ･メッセンジャーがご案内します ! ～

「ボルゴグラードの日｣特別企画

広島市の姉妹・友好都市
●アメリカ合衆国 ： ホノルル市  ●ロシア連邦 ： ボルゴグラード市
●ドイツ連邦共和国 ： ハノーバー市  ●中華人民共和国 ： 重慶市
●大韓民国 ： 大邱広域市  ●カナダ ： モントリオール市

（提携年順）

●
ホノルル

●
モントリオール●

大邱

●ボルゴグラード

丸山貴史(まるやま たかし）
1971年､東京生まれ｡法政大学
卒業後､ネイチャー･プロ編集室
勤務を経て､ネゲブ砂漠にてハ
イラックスの調査に従事する｡
現在は､図鑑などの編集･執筆･
校閲を行っている｡

ハノーバー
●

●
重慶

テ    グ

国際フェスタ

講師プロフィール

ざんねんでも､大好きな動物たち
～ASA ZOO 50周年に考える～

大木 毅(おおき たけし）
現代史家｡1961年､東京都
生まれ｡立教大学大学院博
士後期課程単位取得｡大学
非常勤講師､防衛省防衛研
究所講師､国立昭和館運営
専門委員等を経て､著述業｡
『独ソ戦　絶滅戦争の惨禍』
(岩波新書)で新書大賞２０
２０を受賞｡

講師プロフィール

？？？？記念グッズが当たる
お楽しみ抽選会があります!

書籍が当たる抽選会があります!

画像提供：広島市安佐動物公園

10:30～12:30(10:00 開場）

広島国際会議場 B2F ダリア

150人(オンライン:最大500人)

時間
場所
定員

10:00～12:00
(9:30 開場）時間 場所

150人(オンライン:最大500人)定員

広島国際会議場 
B2F ヒマワリ

申込アドレス
QRコード

申込アドレス
QRコード



吉田 晴彦 教授 田川 玄 教授
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令和3年１0月15日（金）9時から令和3年11月15日（月）17時まで
公益財団法人広島平和文化センター 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 ３階
TEL (082)242-8879　FAX (082)242-7452
Eメール　festa2021@pcf.city.hiroshima.jp
電話、ファックス又はＥメールで、申し込まれる催し物、お名前、お電話番号をお伝えいただくか、
ご記入のうえでお申込みください。
なお、オンラインで行う催し物にお申し込みの方は、必ずＥメールアドレスもお知らせください。
当日、開催時間までに招待メールを送りますので、通信環境を整えZoomへアクセスしてください。

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

※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。

交通案内

主　催 ／ 公益財団法人広島平和文化センター（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センター、広島市

新型コロナウィルス
感染拡大予防の
ためのお願い

11月20日(土)の催し物 オンラインのみでの開催です

どの催し物も事前のお申込みが必要ですお問い合わせ、お申し込み方法

●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。

お 申 込 み 期 間
お 申 込 先
(お問い合わせ先) 

お 申 込 み 方 法

…
…
…

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

先 着 順

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。

市内で国際交流・協力活動を行う市民団体等を（公財）広島平和文化センター国際交流・協力課のホームページで紹介します。
令和3年11月21日（月）～令和3年月12月28日（火）期 間 https://h-ircd.jpU R L

海外の日本史研究者の三つの学術論文を英語で読んでいきます｡一般の日本人が知らな
かった新しい視点や発見があります。

ユニセフと世界の子どもたち（広島県ユニセフ協会）
「ユニセフって聞いたことがあるけれど、どんなことをしているのかよく知らない」という方が多いので
は？世界の厳しい環境で暮らす子どもたちの様子と、その子どもたちを支援しているユニセフの活動
を、楽しいクイズや動画などでご紹介します。同じ地球に住む仲間として、一緒に世界の子どもたちを
応援しませんか？ぜひ、ご参加ください！

広島市立大学国際学部公開講座　現代世界とマイノリティ・多様性
-叢書『周縁に目を凝らす』から-（広島市立大学国際学部）
目まぐるしく変わる国際社会において、さまざまな現場で「マイノリティ」に関する問題が浮上し
ています。本事業では、広島市立大学国際学部に所属する2名の教授により、「現代世界とマイ
ノリティ・多様性」について、講師それぞれの専門分野から解説します。

頼山陽と日本史（英語）
（Hiroshima`s Historiographers Approaching Japanese history from a different angle）

新日本ガラパゴス研究会は、2002年に発足した自然に楽しみ、生き物たちの営みと多様性をグ
ローバルな視点で学ぶ会です。自然の好きな者が集まり、海外・国内の離島や絶滅危惧種の保護活
動が行われている地を訪れ自然観察を楽しんでいます。他にも例会における講話会の開催、国際
フェスタに参加しての講話会、会誌の発行などにも取り組んでいます。興味・関心のある方は、ぜひご
連絡ください。　　　　　　　　　　　　 連絡先：総務　政木 恵美子（emikoma55@yahoo.co.jp）

青少年の国際交流活動発表会（広島市教育委員会青少年育成部育成課）
本市青少年がコロナ禍だからこそできる交流を模索し、姉妹・友好都市等と様々な形で異文化交流
やディスカッションを行ってきました。交流の中では、お互いに理解し合い、友情を深めることで、世界
平和への想いを強くしました。世界恒久平和の実現や海外青少年との交流に興味のある方は是非視
聴してください。参加者と交流しませんか？

ヒバクシャと共に歩んだバーバラ・レイノルズ（英語と日本語）（ワールド・フレンドシップ・センター）
被爆者の声を世界に届けたアメリカ人女性、バーバラ・レイノルズとワールド・フレンドシップ・センター(WFC)
---戦後間もないヒロシマで、ヒバクシャに寄り添い、支援し、共に歩み、広島の地にWFCを創設した、米国人平和
活動家、バーバラ・レイノルズの波乱に満ちた生涯をご紹介します。本年1月に国連で発効された「核兵器禁止条約
（TPNW)」成立の先がけとも言える平和活動家です。

日本と世界の自然探訪発表会（新日本ガラパゴス研究会）

10：00～11：30

12：30～13：30

14：00～16：00

10：00～12：00

12：30～13：30

14：00～16：00
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申込みアドレス
QRコード

ガラパゴス諸島(ゾウガメ)

青少年国際平和未来会議2021


