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流会

文化・スポーツ・ことば
多彩な国際交流！

新年交

スタ
防災フェ

世界とつながり 未来を創り出す

コンテスト
スピーチ
語
本
日
外国人

もちつき、華道、
着物の着付けなど、
日本の伝統文化体験を
通して交流します。

日本人と外国人が
一緒に防災知識を
学びます。

流事業

多文化共生のまち

─ 東広島市 国際化の取組み ─

交流会
子育て

地域交

外国人市民が、
日本の文化や
生活の中で感じたことについて
日本語スピーチを披露します。
（国際交流会東広島、
東広島ロータリークラブと共催）

日本人と
ひろしま国際プラザの
研修員が交流します。

あなたも国際交流を支えてみませんか？
国際交流ボランティアの募集
国際交流イベントのお手伝いをしたり、外国人に日本
文化や日本語を教えるボランティアを募集しています。
市内在住の外国人の方も大歓迎です。
登録分野 ※好きな分野を選べます。
★日本語学習支援（日本語教師の資格・経験は不要）
★外国人児童・生徒の学習支援 ★イベントサポート
★ボランティア通訳・ガイド
★ホストファミリー（ホームステイ・ホームビジット）
登録方法 本人による登録票の記入が必要です。
下記の場所にて随時受け付けています。
登録場所

東広島市市民文化センター1階
（サンスクエア東広島内）コミュニケーションコーナー
TEL：082-423-1922

受付時間

9:00-17:00
（GW、
お盆休み、年末年始等を除く）

ボランティア研修会・講演会
ボランティアに登録し
ている方や、日本語指導
に興味がある方を対象
として、研修会を開催し
ています。また、多文化
共生に関する各種講演
会も開催しています。

外国人と日本人の
子育て世代が
交流します。

国際協力
東広島市鏡山にある、独立行政法人国際協力機構
(JICA)中国センターでは、開発途上国から技術者や
行政官などを受け入れ、専門分野の研修を行っていま
す。令和2年度、東広島市はオンラインでの研修に協力
しました。

留学生支援
私費留学生奨学金
支給事業
私費留学生3名に奨
学 金を1 年 間 支 給し、
学生生活の支援を行っ
ています。

私費留学生住居費（家賃）助成事業
市内大学に入学して6ヶ月以内の私費留学生に住居
費を助成し、不安定な時期の生活支援と、イベント参
加・市民との交流促進を行っています。

都市間交流
東広島市は、国外の次の都市と交流をしています。
マリリア市（ブラジル･サンパウロ州）
1980年11月29日に親善都市提携を締結
徳陽市（中国･四川省）
1993年10月14日に友好都市提携を締結
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〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 TEL：082-420-0922 FAX：082-426-3124
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東広島市国際化推進協議会とは？

推進協Facebook▶

東広島市の国際化を進めるため、1987年(昭和62年)12月に設立された団体です。外国人市民の
生活支援や、市民の国際理解・交流の推進など、様々な事業を行っています。現在、教育機関・民間団
体・企業・行政機関・個人の、合計31会員で構成されています。学校や地域での国際交流活動への協力
も行います。
お気軽にご相談ください。

困りごとはありませんか？
外国人の生活相談窓口

コミュニケーション
コーナー

外国語による生活相談
生活上で困ったことがあれば、相談してください。
電話・窓口のどちらでも受け付けています。

開館時間：毎日8：30〜20：00（年末年始等を除く）
コミュニケーションコーナーでは、外国語による生活相談
（英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語）ができるほか、
インターネットの利用、無料Wi-Fi、
外国語書籍の貸出もしています。
情報コーナーも充実！
！
外国語の本もあります。
情報コーナー
言
英

毎月1回土曜日
（※）の午後1時から、弁護士が無料で法
律相談に応じます。英語・ポルトガル語・中国語の通訳があ
ります。
１週間前までに予約が必要です。
予約受付：082-423-1922
コミュニケーションコーナー Facebook

語

曜

日

金･日
月･火･水･木
土

時

間

生活情報から
イベントまで多彩な
情報を多言語で
発信中！
！

13:00〜17:00
9:00〜17:00
9:00〜13:00

ポルトガル語

水･木･土

9:00〜13:00

中国語

火･金･日
木･土

9:00〜13:00
13:00〜17:00

ベトナム語

日

13:00〜17:00

←広島

JR山陽本線

本永病院●
駐車場

外国人のための生活ガイドブック

家庭ごみの出し方

外国人のための子育てガイドブック

緊急カード

外国人のための市立小・中学校ガイドブック
などを市役所窓口やコミュニケーションコーナーで配布しています。

https://www.facebook.com/
hhface.communicationcorner/

語

外国語による
情報提供

外国人法律相談

三原→

JR西条駅

多言語広報紙「東広島」(英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語）

東広島
芸術文化
ホール
くらら●

中央公園●
サンスクエア
東広島
●
安芸西条郵便局
●
東広島市立
美術館

●中央公園
東広島
●市役所

広島銀行●

広島大学↓

住所：東広島市西条西本町28-6 東広島市市民文化センター1階（サンスクエア東広島内）
電話番号：082-423-1922
E-mail：corner@hhface.org
URL： http://hhface.org/corner/jp.html

市役所市民課、支所・出張所、
コミュニケーションコーナー、
フジ
グラン、ゆめタウン、ショージなどで配布しています。毎月、市や
コミュニケーションコーナーのFacebookにも掲載しています。

多言語生活情報メール配信

(英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語）

多言語広報紙「東広島」の抜粋（月1回）。日本の文化・習慣
（不定期）などをパソコンまたは携帯のメールアドレスに配信し
ます。登録は無料です。

外国人生活オリエンテーション

東広島市で新しく生活を開始する外国人市民を対象に、生活
オリエンテーションサービスを無料で随時提供しています。生活ガイ
ドブックなどを基に、行政サービスや日本の習慣などについて、
マン
ツーマンで説明しています。事業所向けに出張実施も可能です。

外国人のための生活情報サイト

日本語を学ぼう！
！

日本語学習
支援

One-to-One にほんご

日本語レベルや
ニーズに応じた様々な
日本語教室を開設！
申込先
：082-423-1922
にほんごきょうしつ東広島
コミュニケーション
内容 日本語教師がカリキュラムに沿って、
コーナー
授業を行います。

ボランティアと外国人が1対1で日本語で会
話することにより、外国人の日本語習熟度を
高めるとともに、相互の国際理解を深めます。
場所 東広島市市民文化センター
会費 無料

生活情報を多言語で作成し、情報提供を行って
います。上記のガイドブックや多言語広報紙などを
ダウンロードすることができます。

こんなに国際色が豊か！
東広島市

にほんごひろば U-18

にほんごわいわい
内容 ボランティアとの
おしゃべりを通して、学習
者の日本語習得をサポート
します。

7,970

8,000
7,500
外国人市民数︵人︶

内容 外国人児童・生徒を対象に、
日本語学
習や教科学習、社会見学を提供します。NPO
ヤッチャルとの共催事業。

7,000

外国人市民数の推移

7,230

6,429

6,500
6,000
5,500

7,864

5,712
5,246

5,000
4,500

回数
日時

全15回
毎週木曜日 19:30〜21:00（にほんごⅠ･Ⅱ･Ⅲ）
毎週日曜日 10:00〜12:00（にほんごⅠ･Ⅱ･Ⅲ）
毎週日曜日 13:30〜15:30（漢字）
場所 東広島市市民文化センター2階 研修室
会費・教材費 2,000円
※オンライン配信により、動画を見て、自分で勉強する
こともできます。

日時
毎週水曜日
（5〜12月）19:00〜21:00
毎週金曜日
（5〜3月） 18:30〜20:00
毎週土曜日
（5〜3月） 10:00〜12:00
毎週日曜日
（5〜3月） 14:00〜16:00
毎週日曜日
（9〜3月） 13:00〜14:30
会費 無料

東広島市市民文化センター
安芸津B＆G海洋センター
八本松地域センター
黒瀬生涯学習センター
東広島市市民文化センター

日時
毎週水曜日
（5〜3月） 16:00〜17:00
（小学1〜4年生向け）
毎週水曜日
（5〜3月） 17:00〜19:00
（小学5年生〜中高生向け）
毎週土曜日
（5〜3月） 10:00〜12:00
（小学生〜中高生向け）
場所 東広島市市民文化センター
会費 無料

4,000
H28.3

H29.3

H30.3

H31.3

R2.3

R3.1

東広島市の人口は約18万9千人、
その内約8,000人が外国籍の人
です。国籍・地域数は90を超えています。
市内の大学では、合わせて約1,600人の留学生が学んでおり、
ひろ
しま国際プラザには、年間約1,100人の研修員が世界各国から訪れ、
様々な研修を受けています。
また、学校や職場など、市民の日常生活の中にも、多様な言語・文
化が存在しており、東広島市は国際色の豊かなまちとなっています。

