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◆2021年度兵庫 EUセミナー「ルーマニア～スラブ圏に飾るラテンの花束」 

 

【日 時】2021年 12月 4日（土）17：00～18：30 

【場 所】オンライン（Zoom）開催 

【講 師】角
すみ

 悠
ゆう

介
すけ

氏（バベシュ・ボヨイ大学日本文化センター所長、神戸市外国語大学客員研究員） 

【内  容】外交関係樹立 100周年を記念し、東欧ルーマニアの魅力をお話しいただきます。 

【言 語】日本語 

【定 員】150名（先着順、要事前申込） 

【参加費】無料 

【主 催】兵庫県国際交流協会、兵庫 EU協会、神戸大学大学院国際文化学研究科、 

          神戸大学大学教育推進機構 

【申込方法】参加申込フォームからお申し込みください。 

      https://www.hyogo-ip.or.jp/hyogoeu/event/moushikomi1204.html 

【問合先】兵庫県国際交流協会 交流・協力課 

      TEL：078-230-3090  FAX：078-230-3280  

          Email： hia-ex-co（あっと）net.hyogo-ip.or.jp 

（詳しくは）http://www.hyogo-ip.or.jp/interest/kouryuukyouryoku/romania.html 

____________________________________________________________________ 

◆「にっぽん―大使たちの視線 2021」写真展 

 

 今年のテーマは「Let’s Reconnect」。新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により日常が大きく

変化している中、「人と人」が再び繋がることを期待し、日本の風景や生活の一場面などを 39か国の 

外交官 64名が写真に収めました。12月 8日（水）14：00～15：30には展覧会ディレクターの安部
あ べ

氏

を迎えてセミナーを開催します。 

【日 時】2021年 12月 8日（水）～2022年 1月 7日（金）10：30～17：00 

     （土・日・祝と年末年始は休館）   ※12月 8日は 13：00開場 

【場 所】ひょうご国際プラザ交流ギャラリー 

         ※セミナーは国際健康開発センター3階（参加者へ別途詳細をお知らせします） 

【入場料・セミナー参加料】無料 

【主 催】「にっぽん―大使たちの視線」写真展実行委員会 

【共 催】兵庫県国際交流協会 

【後 援】外務省、参加国大使館、関西領事団、公益社団法人日本写真協会 

【問合先】兵庫県国際交流協会 企画広報課 

     TEL：078-230-3267（受付：平日 9：00～17：00） 

（詳しくは）http://www.hyogo-ip.or.jp/shisetsuannai/plaza/gallary/documents/nippontaishi2021.html 

____________________________________________________________________ 
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◆多文化共生講演会 －誰もが安心して暮らせる社会をめざして－ 

 

【日 時】2021年 11月 21日（日）13：30～16：00 

【会 場】ポップアップホール（丹波市氷上町本郷 300） 

【内 容】１）オープニング 13:30～13:40 

       ベトナム民族舞踊（ベトナム出身の女性グループが、民族衣装「アオザイ」を着て 

ベトナムの民族舞踊を紹介します。） 

     ２）講演会 13：45～15：15 

       講師 / 星野 ルネさん 

       演題 / 「アフリカ少年が日本で育った結果」 

       ※講師プロフィール： 1984年生まれ、中部アフリカ、カメルーン共和国出身。 

4歳の時に来日、姫路市で育ち放送作家を目指し上京。 

      ３）日本語スピーチ大会 15:20～16：00 

【入場料】無料 

【託 児】（無料・1歳以上）あり、申込不要 

【主催・問合先】丹波市国際交流協会  

        TEL：0795-72-5880（10：00～17：00 土・日・祝休館） 

（詳しくは） http://tamba-ia.org/02_event.html 

____________________________________________________________________ 

◆やさしい日本語講座（会話編） 

 

【日 時】2021年 11月 28日（日）10：00～12：00 

【場 所】加古川市青少年女性センター 

【内 容】外国人に伝わるわかりやすい日本語を学ぶ 

【言 語】日本語 

【定 員】50名（先着順） 

【参加費】無料 

【対 象】18歳以上の人 

【主 催】加古川市国際交流協会 

【募集締切日】11月 19日（必着） 

【申込方法】1.氏名・ふりがな 2.年齢 3.電話番号 4.日本語指導経験の有無を書いて、 

      ハガキ/FAX/Ｅメールで申し込む（要事前申込）。 

【申込・問合先】加古川市国際交流協会 

        TEL：079-425-1166 FAX：079-425-0200  

        Email：info（あっと）kakogawa-kia.or.jp 

（詳しくは）https://bit.ly/31iX9eP 

（本事業は、ひょうご国際交流団体連絡協議会の人材育成事業です） 

____________________________________________________________________ 
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◆第 2回「わたしの国際交流」展 

 

 今年 7 月から 9 月にかけて、姫路市のみなさんから「わたしの国際交流」をテーマにした写真と川柳

を募集しました。作品展では、審査によって選ばれた作品を展示します。新型コロナウイルスの影響

で、気軽に海外を訪れることが難しい現在、ぜひそれぞれの作品をじっくりとご覧ください。国際交流

の楽しさや大切さに思いをはせていただければ幸いです。 

【日 時】2021年 11月 16日（火）～11月 30日（火）8:30～21:00 

【場 所】イーグレひめじ 1階 イベントスペース 

【参加費】無料 

【対 象】一般（申込不要） 

【主催・問合先】姫路市文化国際交流財団 国際交流担当 

  TEL：079-282-8950  FAX：079-282-8955 

（詳しくは）https://www.himeji-iec.or.jp/7803 

____________________________________________________________________ 

◆フードドライブ 

 

「まだ食べられる食品」や「余っている日用品」などを必要とする人へ届けます。 

【日 時】2021年 12月 10日（金）・11日（土）10:00～16:00 

【場 所】イーグレひめじ 4階 第 1会議室 

【内 容】食品は、米や缶詰、調味料などの未開封・常温保存可能で賞味期限が 1か月以上のもの。 

日用品は、おむつや生理用品、消毒液などを受け付けます。また、在住外国人のための無料

相談会を 12月 11日（土）13:00～16:00に行います。対応言語は、英語、フランス語、スペ

イン語、ポルトガル語、日本語。その他の言語も翻訳機で対応します。秘密は厳守します。 

【主催・問合先】姫路市文化国際交流財団 国際交流担当 

        TEL：079-282-8950 FAX：079-282-8955 

        Email：info-iec（あっと）himeji-iec.or.jp 

（詳しくは）https://www.himeji-iec.or.jp/7754 

___________________________________________________________________ 

◆「在住外国人のための就労支援セミナー」 

 

【日 時】2021年 12月 4日（土）10：30～13：00 

【場 所】三田市まちづくり協働センター 多目的ホール (三田駅前キッピーモール 6階) 

【対 象】仕事をしたい外国人、外国人の雇用に関心のある事業者 

【内 容】就労や雇用に役立つセミナー。外国人求職者と事業者との面談体験を行います。 

【参加費】無料 

【定 員】外国人 30人、10事業者（先着順） 

【主 催】三田市国際交流協会（三田市委託事業） 

【共 催】多文化地域ラボ、職場の日本語プロジェクト 

https://www.himeji-iec.or.jp/7803
https://www.himeji-iec.or.jp/7754


 

 

【後 援】三田市商工会、三田青年会議所（JC） 

【募集締切】11月 20日（土） 

【申込方法】電話、FAX、E-mail、専用申込フォームにてお申し込みください。 

      TEL 079-559-5164 FAX 079-559-5173 

      Email office（あっと）sia-japan.org 

(詳しくは) http://sia-japan.org/bosyu-20211204syuroushien/ 

____________________________________________________________________ 

◆写真展「災害列島・日本」 

 

 地震・津波・放射能汚染に襲われた東日本大震災、その後も相次ぐ巨大台風、集中豪雨、まん延する

新型コロナウイルス…日本を代表する 49人の写真家が「地球異変」とも言うべき災害のリアルな姿を

撮影しました。非常時における UNICEF の支援「子どもにやさしい空間」についてもお伝えします。 

【日 時】11月 22日（月）13：00 ～ 12月 7日（火）15：00 

【場 所】コープこうべ生活文化センター １階 展示室、ロビー 

【対 象】どなたでも 

【申込方法】不要 

【主催・申込・問合先】兵庫県ユニセフ協会  

           TEL：078-435-1605（平日 10:00～16:00） 

（詳しくは）https://office-bit.com/unicef-hyogo/activity-event.html#event20211122 

____________________________________________________________________ 

◆外国人のためのきものパーティ(2021年 11月～12月） 

 

【日 程】2021年 11月 14日・28日・12月 12日（すべて日曜日） 

【時 間】13:00-17:00（パーティを 1日に 2回開催) 

【対 象】在住外国人・日系人 

【参加費】1.学生 800円 2.おとな 1,000円 3.こども 500円 

【パーティ定員】2～4名 x 2回（女子グループ、家族、カップル） 

【場 所】大日神社境内・深江会館 3F 

【申込・問合先】多文化着付ボランティア・和だんすごっこ 

        Email: wadancewadance（あっと）gmail.com 

          TEL: 090-6554-8796 

（詳しくは）HP： http://wadancenote.blog82.fc2.com/ 

       Facebook： https://www.facebook.com/wadancegokko/ 

追記：着物フリマ＆バザー 11月 23日（火・祝日）を開催いたします。こちらもぜひご覧ください。 

https://drive.google.com/file/d/1uAjXsHgXFjsK_1BENWVKBJFbLF_wOBTd/view?usp=sharing 
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