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●青少年の国際交流活動発表会★
●ひろしまを英語でガイド★
●日本語・英語による被爆体験記の朗読★
●広島市立大学国際学部公開講座
　 世界の中の「日本/JAPAN」～企業論・ジェンダー論・伝統文化論～★

コスモス①、②

●外国人のビザに関するよろず相談会
◆世界の新聞・雑誌無料配布会

●日本語教室
　紹介展

国際交流ラウンジ

●きものが
　着られる日★
　

和室

研修室３前

●野口 健さん トークショー★
●世界の音楽と舞踊★

フェニックスホール

●たのしい いけばな体験★
●和紙を使った書道体験コーナー
●ポップアップ切り絵・和紙ちぎり絵を作ろう！
●ケルト文化の紹介と体験
●美しい剪紙（切り絵細工）に挑戦！
◆本部・更衣室

会議運営事務室

●ユニセフすごろくとパネル展
　「アグネス大使 グアテマラ訪問」
●ご存知ですか？中国帰国者を・・・
●広島から世界へ！姉妹・友好都市の旅
●市民団体等活動紹介コーナー

ヒマワリ

●海外活動・国際貢献紹介展示コーナー
●ユニタールの活動紹介展示コーナー

●地球ひろば
●若者の国際交流
●留学生の故郷をめぐる旅★
●広島市広域都市圏等国際交流協会の紹介
●日本語教室紹介展

ダリア

●核兵器廃絶を求める署名コーナー
●企業の「国際交流・協力活動」紹介コーナー
●シェアリングネイチャー 
　～自然とわかちあう～【受付】
●「外国人市民の生活相談コーナー」
　ってどんなところ？
●「行政相談」って何？
◆ワールドたんけんラリー【景品交換所】

●ビオ＆ジオ日本と世界の自然探訪発表会★
●多言語で遊ぼうワークショップ★
●ユニタール広島青少年大使の活動報告会★
●外国語のおはなし会★

ラン①、②

ヒマワリ前ロビー

ワールドたんけんラリー設置ポイント ～1 8
●Cool Japan
　茶道

研修室

●ひろしま国際村～世界の屋台～

平和大通り緑地帯

●屋外ステージ★
国際会議場屋外

ダリア前ロビー

●世界のコインプロジェクト
●国際協力バザー（民芸品）

会議運営事務室ロビー
●子どもたちによる“平和なまち”
　絵画コンテストの受賞作品の展示

エントランス

★は開始時間が決まっています。下のスケジュール表をご覧ください。

会場図会場図

研修室（3F）

ビオ＆ジオ日本と世界の
自然探訪発表会

多言語で遊ぼう
ワークショップ

外国語のおはなし会

時間が決まっているイベント

10：00～11：35①10：30～ ①10：30～12：30

②13：00～15：30
②12：00～

③13：30～ 13：30～14：30

ダリア（B2）会議運営事務室 コスモス①（B2） コスモス②（B2） ラン①（B2） ラン②（B2）
10：00
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00
16：00

10：00
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00
16：00

10：00～12：00

13：30～15：30

10：00～12：00

13：30～14：30

10：00～12：00

①14：00～14：30
②15：00～15：30

ひろしまを英語でガイド青少年の
国際交流活動発表会

日本語・英語による
被爆体験記の朗読

広島市立大学国際学部公開講座
世界の中の「日本/JAPAN」
～企業論・ジェンダー論・伝統文化論～

ユニタール広島青少年大使の
活動報告会

留学生の故郷をめぐる旅

①10：00～11：00

②13：00～14：00

きものが着られる日
（事前予約のみ）

たのしい いけばな体験
（事前予約のみ）



平和大通り緑地帯（国際会議場南側 緑地帯）

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。

ひろしま国際村～世界の屋台
こくさい むら せかい やたい

国際協力バザー（民芸品）
こくさい きょうりょく

みんげいひん

会 場

内 容

出店団体 主な販売料理（予定） 出店団体 主な販売料理（予定）
シャンティー･インディア･ジャパン･オーガネゼーション
バングラディッシュ コミュニティ ヒロシマ
中国留学生会
留学生と“ともだち”の和
生協ひろしま
広島インドネシア家族会
青年海外協力隊広島県ＯＢ会
広島県華僑華人総会
広島フィリピン友好協会
Peru & Brasil

NPO法人 広島ベトナム協会
日中愛好会
日本ユーラシア協会広島支部
広島ラオス交流協会
民団21プロジェクト
日比援助協力会
モハニの会
ひろしま・カンボジア協会
NPO法人 虹橋の会

フォー、揚げ春巻き、ベトナムコーヒー
串焼き、汁なし担々麺、手羽先
ボルシチ、ピロシキ、ロシア式紅茶
ラオス風煮込みうどん、タピオカスイーツ、コーヒー
チヂミ、トッポギ、ホットック
ルンピア、トゥロン、ゴト
ナン、ネパールカレー、サモサ、タンドリーチキン
カンボジアカレー、タピオカミルク＆ティー
肉饅頭、ワンタン、中華焼き餃子

カレー、チキンティッカ、チャイ
バングラデシュチキンカレー、野菜パコラ
小籠包、羊肉串、桂林米粉
チヂミ、ギョウザ、ブラジルジュース
いきなり団子
ミーゴレン、ビサンゴレン
アイギール
中華点心、串焼き、麻婆丼、水飯子
バナナケーキ、各種のケーキ類
アンティクチョ、パステル、ポヤーダ

出店団体 主な品目（予定） 出店団体 主な品目（予定）
NGO Art Angel International
留学生と“ともだち”の和
広島経済大学興動館インドネシア国際貢献プロジェクト
サラーム（パレスチナの女性を支援する会）
ネパール＆日本 自然と平和の会
コスモス・ラポール
日本ユーラシア協会広島支部

ハピネスカード、マルチマテリアル
中国・ミャンマー・ベトナム等の民芸品
ポーチ、ペンケース、トートバッグ
刺しゅう製品、オリーブ製品
紅茶、ネックレス、ストラップ
リサイクルバック、コーヒー
民芸品（マトリョーシカなど）、黒パン

ひろしま・カンボジア協会
広島フィリピン友好協会
楠那ネパール友好協会
広島タイ交流協会
日本中国友好協会広島支部
広島ラオス交流協会

布製品（バッグなど、キーホルダー）
リサイクルバッグ、ポーチ
指輪、ネックレス、バック
手作りソープ、カービング
中国茶各種、ネックレス
ショール、ポシェット、キーホルダー

出展団体 出展団体 出展団体
コベントリー会
広島修道大学国際交流サークルICL
広島国際ホームステイクラブ
献水の滝物語
ヒロシマ・セミパラチンスク・プロジェクト
セイブ・ザ・イラクチルドレン広島
NPO法人 ヒロシマ宗教協力平和センター(HRCP)

ひろしまと世界を結ぶ子ども文庫
NPO法人 広島ベトナム協会
カンナ・プロジェクト広島支部
カタール会
地球市民共育塾ひろしま
NPO法人 ひろしま・カンボジア市民交流会
広島ボタニカルアートソサィエティ

広島県華僑華人総会
日本サーバス中国四国支部
広島ユネスコ協会
（公社）日本産業退職者協会広島支部
みんなの寺子屋
新ひろしまの未来を語る会

会議運営事務室ロビー（国際会議場地下１階）
会 場

内 容

ヒマワリ（国際会議場地下２階）
会 場

内 容

市民団体等活動紹介コーナー
しみん だんたい とう かつどう しょうかい

国際交流・協力活動を行っている20の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。

　国際交流ラウンジ（１階）では、保存期間を過ぎた世界の新聞・雑誌のバックナンバーを無料で差し上げています。
語学学習やいろいろな国の情報収集にお役立てください。（お一人様、新聞１０部・雑誌５冊まで）

同時開催！ 世界の新聞・雑誌のバックナンバー無料配布（12月１日まで先着順）

1３の国際交流・協力団体が一堂に会する国際協力バザーコーナーです。
各団体の活動紹介展示も行います。



体験コーナー
たいけん

♪

●13：30～

●14：00～

●14：20～

●14：40～

●15：05～

●15：30～

バリガムランと舞踊「バパン・サリ」
『インドネシア・バリ島の伝統音楽ガムランと舞踊』
広島韓国伝統芸術院
『韓国伝統芸能のしらべ』
広島朝鮮学園中高級部舞踊部、民族器楽部
『統一アリラン』
Obaaba Dance & Drum Groupと愉快な仲間達
『本場アフリカンパワーを体験せよ！』
サンバ連合ホーザ・ジ・ヒロシマ
『サンバ』
エル・コンボ・デ・ラ・パス
『情熱のラテン＆サルサビート』

世界の音楽と舞踊
せかい おんがく ぶよう

…小学生のお子様からでも楽しめるイベントです。

【会場】ダリア（国際会議場地下２階）
【内容】☆今年のテーマは民族衣装☆

世界各地の民族衣装で写真を撮って、SNSにアップしちゃいましょう！留学生や、青年海外
協力隊員とお話もできます！！

【会場】フェニックスホール
【時間】13：30～16：00 ※終了後、引き続きフィナーレを行います
【内容】２０回目の“国際フェスタ”開催を記念し、６つのグループがアジ

ア、アフリカ、中南米をテーマとした本格的な音楽・舞踊のパ
フォーマンスを行います。

【会場】会議運営事務室（国際会議場地下１階）
【内容】中国の伝統的な紙工芸、切り絵を

留学生と一緒に作ってみましょう。
誰でも簡単に体験できますよ。

【会場】ヒマワリ（国際会議場地下２階）
【内容】中国帰国者が中国結び（中

国式組み紐）の作り方を教
えます。中国帰国者問題を
テーマとしたパネル展示や
動画上映もあります。お気
軽にお立ち寄りください。

■地球ひろば

■広島県に住んでいる留学生と
　美しい剪紙
　（切り絵細工）に挑戦！

【JICA中国、青年海外協力協会、ひろしま国際センター 】

【広島平和文化センター】

【会場】会議運営事務室（国際会議場地下１階）
【内容】一枚の紙を山折り谷折りと折ってい

き、切り絵を貼った原爆ドームと和
紙ちぎり絵の「干支」を一緒に作り
ましょう。是非お楽しみください！

■ポップアップ切り絵・
　和紙ちぎり絵を作ろう！

【特定非営利活動法人虹橋の会】

【広島市シェアリングネイチャーの会】

■ご存知ですか？
　中国帰国者を…

【中国・四国 中国帰国者支援・交流センター】

【会場】会議運営事務室（国際会議場地下１階）
【内容】スコットランド民族衣装のター

タン模様をデザインしたり、ア
イルランドの伝統芸術によく見
られるケルト結びを結んでみた
り、大昔から続いたケルト諸国
の文化について学びましょう。

■イギリス人国際交流員による
　ケルト文化の紹介と体験

【広島平和文化センター】

【時間】14：00～14：30、15：00～15：30
【会場】ラン②(国際会議場地下２階)
【対象】幼児・児童と保護者対象ですが、興味がある

方はどなたでも大歓迎！
【内容】絵本を英語と日本語の両方で読み

聞かせします。外国語の手遊びもあ
ります♪ぜひ楽しみにきてください！

【時間】10：00～15：30
【会場】ダリア前ロビー（国際会議場地下２階）
【対象】平和記念公園
【内容】平和記念公園でのフィールドワーク（アク

ティビティなど）により、言葉ではなく五感
で自然を感じ、見つめ直してみませんか。
どなたでも参加できます。

■外国語のおはなし会

【広島市国際青年ボランティアはみんぐる～む】 【ヒッポファミリークラブ広島】

【会場】ラン②
（国際会議場地下２階）

【内容】Let’s多言語♪
あなたも知ってる世界のこと
ばで遊んじゃおう！

■多言語で遊ぼう
　ワークショップ

【会場】ヒマワリ（国際会議場地下２階）
【内容】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

【ひろしま・めっせんじゃー】

【会場】ヒマワリ（国際会議場地下２階）
【内容】子どもたち自身がコマとなり、

すごろくを進みながら世界の
子どもについて学びましょう。

■ユニセフすごろくと
　パネル展
　「アグネス大使 グアテマラ訪問」

■シェアリングネイチャー ～自然とわかちあう～

【広島県ユニセフ協会】

～大地のビート、躍動のリズム～
だいち やくどう



紹介コーナー
しょうかい

相談コーナー
そうだん

国際協力しよう
こくさい きょうりょく

■世界のコインプロジェクト

?平和のために
へいわ

…小学生のお子様からでも楽しめるイベントです。

【国連訓練調査研究所（ユニタール）広島事務所】

【会場】ダリア前ロビー（国際会議場地下２階）
【内容】広島の企業が、社会貢献活動

として行っている「国際交流・
協力活動」を、写真パネルや映
像などを使って紹介します。

■企業の「国際交流・協力活動」
　紹介コーナー

【広島シンガポール協会】
【ピースウィンズ･ジャパン（NGO相談員）、
放射線被曝者医療国際協力推進協議会(HICARE)】

【会場】ヒマワリ前ロビー（国際会議場地下2階）
【内容】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

【会場】ダリア（国際会議場地下２階）
【内容】広島県下でグローバルに活動をしている学生グループや、

高校の活動紹介をしま
す。若者たちの情熱を感
じてください。

■若者の国際交流

【Rookiez Square Program、
広島Groo’ve、
広島女学院高等学校】

【会場】ヒマワリ前ロビー（国際会議場地下２階）
【内容】中国・四国地方唯一の国連機

関であり、平和のための人材
育成を行うユニタールの活動
を展示で紹介します。参加体
験型コーナーも設けますの
で、お気軽にお越しください。

【時間】13：30～14：30
【会場】ラン①（国際会議場地下２階）
【内容】国連ユニタール青少年大

使に選ばれた広島県内の
高校生が、ユニタール広
島事務所での研修の成果
発表を行います。ぜひ会
場へお越しください。

■ユニタールの活動紹介展示
　コーナー

【国連訓練調査研究所（ユニタール）広島事務所】

■ユニタール広島青少年大使の
　活動報告会

【会場】会議運営事務室ロビー（国際会議場地下１階）
【内容】ご家庭で眠っている、海外旅行などで余った外国の

コインを世界の子どもたちのために役立ててみませ
んか？ 日本円もＯＫです。

■外国人のビザに関するよろず相談会
【会場】国際交流ラウンジ（国際会議場１階）
【内容】ＮＰＯ法人ビザサポートセンター広島による在住外国人の

ためのビザや生活、子育てなどに関する無料相談会です。
（秘密は厳守します。）外国人の方、日本人の方問いません
ので、ぜひお気軽にお越しください。

【時間】10：00～11：35
【会場】コスモス①（国際会議場地下２階）
【内容】広島市内で活動する中学・高校・大学生が今年実施した国

際交流事業を報告します。
・2019広島市・大邱広域
市青少年交流事業
・青少年国際平和未来会議
2019
・NPT再検討会議等への
高校生派遣事業

■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、広島平和文化
センター平和首長会議・2020ビジョン推進課 平和首長
会議事務局】 【会場】ダリア前ロビー(国際会議場地下２階)

【内容】くらしの中に、困りごとはありませんか？みなさんのくら
しに役所は色々なところで関わっています。「行政相談」
は、次のような相談を受け付けてい
ます。
○役所の手続がわからない
○どこに聞けばいいかわからない
○役所に改善してほしいことがある
展示、チラシなどにより、「行政相談」
を分かりやすく紹介します。

■「行政相談」って何？

【総務省中国四国管区行政評価局】

【広島県ユニセフ協会】

【ＮＰＯ法人 ビザサポートセンター広島】

【広島市日本語教室ネットワーク会議】

【会場】ダリア（国際会議場地下２階）
研修室３前（国際会議場3階）

【内容】広島市日本語教室ネットワー
ク会議のメンバーの活動紹
介展示をしています。ぜひ見
にきてください！

■日本語教室紹介展

【時間】10：00～16：00
【会場】ダリア前ロビー（国際会議場地下２階）
【内容】「外国人市民の生活相談コーナー」で行われている在住外

国人のための支援活動を、中国
語、スペイン語、ポルトガル語の
相談員が紹介します。相談員の
出身国の紹介もあります。

■「外国人市民の生活相談
　コーナー」ってどんなところ？

【広島市外国人市民の生活相談コーナー】
【時間】10：30～12：30、13：00～15：30
【会場】ダリア(国際会議場地下２階)
【内容】広島YMCA専門学校で日本語を学んでいる留学生が、

故郷のこと、文化や習慣の
違いなど、日本語で発表し
ます。皆さまからのご質問
も大歓迎です♪ぜひ、聞き
に来てください！

■留学生の故郷をめぐる旅

【広島YMCA専門学校】

【会場】ダリア（国際会議場地下２階）
【内容】しょうばら国際交流協会、安芸高田市国際交流協会の外

国人支援にかかる活動をご紹介します。

■広島市広域都市圏等国際交流
　協会の紹介

【しょうばら国際交流協会、安芸高田市国際交流協会】

【会場】ダリア前ロビー（国際会議場地下２階）
【内容】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」の早
期締結を求める署名コーナーです。
一刻も早い「核兵器のない世界」の
実現を一緒に目指しましょう。ぜひ
お立ち寄りください。

■「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連帯推進課
平和首長会議事務局】

【会場】エントランスロビー（国際会議場地下1階）
【内容】平和首長会議では、国内外の加盟都市に住む、6歳から15歳の子どもたちを対

象とした“平和なまち”をテーマとした絵画コンテ
ストを実施しています。2018年度には世界14か
国29都市から469作品の応募がありました。国
際フェスタでは、入賞した8作品を披露します。

■子どもたちによる“平和なまち”
　絵画コンテスト受賞作品の展示

【広島平和文化センター平和首長会議・
2020ビジョン推進課 平和首長会議事務局】

当日のインフォメーション ◆本部 ： 国際会議場地下１階会議運営事務室  ◆イベント総合案内 ： 国際会議場地下２階

〒730-0811 広島市中区中島町1番5号（広島国際会議場内）　 ＴＥＬ ０８２‒２４２‒８８７９　 ＦＡＸ ０８２‒２４２‒７４５２
Eメール ： internat@pcf.city.hiroshima.jp　 ホームページアドレス ： 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・協力課お問い
合わせ先



日本文化体験コーナー
予約の方のみ
参加できます

予約の方のみ
参加できます

ぶんかにほん たいけん

ワールド
たんけんラリー

ＳＤＧ’ｓ
スタンプラリー

学びのコーナー
まな

…小学生のお子様からでも楽しめるイベントです。

【会場】会議運営事務室（国際会議場地下１階）
【時間】①10：30～ ②12：00～ ③13：30～ 

①、②、③、先着10名合計30名
【内容】流派を超えたいけばなの展示と無料体験で、

日本文化を紹介します。

■たのしい いけばな体験

■和紙を使った書道体験コーナー

【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】

【会場】会議運営事務室（国際会議場地下１階）
【対象】どなたでも（男女、年齢問いません）
【内容】和紙で作られた色紙やハガキに、

筆で好きなことばを書いたり、マー
ブリングやぼかし染めで染色した
り、書道体験をしてみましょう。作
品はお持ち帰りいただけます。

【内容】クイズに答えながら会場を巡るポイントラリーです。
【ポイント会場】イベント会場全体（全８ポイント）

会場図にポイント場所があります。

【内容】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。

【ポイント会場】イベント会場全体

予約の方のみ
参加できます

【会場】研修室（国際会議場３階）
【時間】①10：00～11：00 または ②13：00～14：00

①、②合わせて定員３０名（予約必要）
【内容】女性のみ　

きもの貸し出し・着付け体験
自由時間３０分
・ 体験料　500円

■きものが着られる日

■Cool Japan 茶道

【にちわ文化学院 着付講師会サークル】

【上田流和風堂】

【会場】和室（国際会議場３階）
【内容】広島に400年伝わる上田宗箇流茶の湯を

体験できます。
武家茶道の凛とした静寂の中で落ち着いた
時間を過ごしてみませんか。
実際にお茶を点てるコーナーもあります。
・ 抹茶一服　２00円（和菓子付）

あなたも着物を着てみませんか

【会場】コスモス②（国際会議場地下２階）
【時間】10：00～12：00
【内容】平和記念公園など、広島の観光スポットを英語でガイド

するための入門講座を
開催します。グループに
分かれての練習や、ネイ
ティブスピーカーによる
英会話実演など、初心者
の方でも楽しみながら学
べます。

■ひろしまを
　英語でガイド

【平和のためのヒロシマ通訳者グループ】

【会場】コスモス②（国際会議場地下２階）
【時間】13：30～15：30
【内容】広島市立大学国際学部に所属する３名の専門家を招き、

日本の企業論、ジェン
ダー論、伝統文化論と
いった多様な視点から
日本をとらえなおし、国
際社会における「日本
/JAPAN」について見解
を提示する。

■世界の中の「日本／JAPAN」
　～企業論、ジェンダー論、伝統文化論～

【広島市立大学国際学部 公開講座】

【時間】10：00～12：00
【会場】ラン①

(国際会議場地下２階)
【内容】南米アマゾンの自然保護

区、奄美群島、隠岐の島の
自然を訪ね、エコ・ツーリ
ズムの在り方を考えます。

（隠岐の島の観察会）

■ビオ＆ジオ 
　日本と世界の自然探訪発表会

【新日本ガラパゴス研究会】

【時間】13：30～14：30
【会場】コスモス①（国際会議場地下２階）
【内容】原爆に被爆して亡くなっ

た、県立広島第一中学
校生徒の母による手記
を、日本語と英語により
朗読します。

■日本語・英語による
　被爆体験記の朗読

【PILE（パイル）】

♪ 屋外ステージ
おくがい

●11：00～
●11：40～

●12：50～
●13：30～
●14：10～

中国伝統武術“太極拳”の演武 （NPO法人虹橋の会）
●メキシコ民族舞踊
●留学生によるのど自慢 （ひろしま国際センター）
ベリーダンス （三日月）
アルゼンチンタンゴ （Rodrigo＆Natsuko）　
Enjoy the feeling! Music makes you move. （HSS）　

【広島平和文化センター】

【JICA中国】

世界の国々の舞踊を
　　　  知ろう・見よう体験しよう！

せかい

し

くにぐに ぶよう

み たいけん


