
ひろしま国際プラザ

広島大学 大学会館前

西条駅

広島中央エコパーク

龍王山総合公園 昼ごはん

藻塩作り体験（呉市蒲刈町）

大学会館前、西条駅、ひろしま国際プラザバス停

昔の方法で作る塩作りを学びます。

りゅうおうざん そうごう こうえん ひる

お昼ごはんを持ってきてください。

ひ が し ひ ろ し ま
月

日

（公財）ひろしま国際センター（担当：上田 順子）Tel:082-421-5900

火曜日
か よ う び

￥0
東広島に住んでいる

外国人40人

ひがしひろしま す

がい こく じん に ん

こども＆おとな

雨でも
あります。

あめ

お申込み方法
も う し こ ほ う ほ う

※2021年7月25日のとうもろこし狩り、10月17日のリンゴ狩りに参加してない人が優先です。
ねん がつ にち が がつ にち が さん か ひと ゆうせん

こうざい こくさい たんとう うえだ じゅんこ

3

昼ごはんは

持ってきて
ください。

ひる

も

３月15日（火）までにフォームから申し込んでください。

行きたい人が 多いときは 「くじ」で 決めます。

がつ にち かようび もう こ

い ひと おお き

29

足湯

申し込み登録フォーム ➔
もう こ とうろく

このツアーは新型コロナウイルスの感染状況等により中止する場合があります。
しんがた かんせんじょうきょうなど ちゅうし ばあい

ひろしま だいがく だい がく かい かん まえ

ひろしま ちゅうおう

さいしん しょ り じょう けんがく あし ゆ

ひる も

あしゆ

も しお づく たいけん くれ し かま がり ちょう

むかし ほうほう つく しおづく まな

だいがくかいかん まえ さいじょうえき こくさい てい

がつ

にち

※小学生以下の人は、高校生以上の保護者といっしょにきてください。
しょうがくせいい か ひと こうこうせいいじょう ほ ご しゃ

最新のゴミ処理場を見学。足湯あり！

こくさい

さいじょうえき

9：15

9：25

9：40

10：00

12：00

14：00

17：00～

ひとりでも家族でも

グループでも申し込めます

かぞく

もう こ

龍王山総合公園
りゅうおうざんそうごうこうえん

上蒲刈島
かみかまがりじま

東広島 西条
ひがしひろしま さいじょう

https://forms.gle/KZyXrtGJ9aMw7Kk97


- Please fill out the application form by Tuesday, March 15th. 
A lottery may be held if there are more applicants than availability.

￥0
40 non-Japanese

adults and children
in Higashihiroshima City

9：15

9：25

9：40

10：00

12：00

14：00

17：00～

Hiroshima International Plaza (HIP)

Hiroshima Univ. Daigakukaikan-mae

Saijo station

Hiroshima Chuo Eco Park

Ryuozan Sogo park

Making “Moshio” salt from seawater

Daigakukaikan-mae, Saijo station, HIP

th

Hiroshima International Center（UEDA Junko）Tel:082-421-5900

Tuesday

Rain
or 

Shine

How to apply

*Those who participated in the corn picking on July 25th or the apple picking on   
October 17th may not be selected to join this tour.
*Six-graders or younger need to be accompanied by a guardian over 15 years old.

March

Bring your
own lunch

29

Foot Bath

▼Application form

This tour may be canceled due to the infection status of the COVID-19.

The new waste-disposal facility in Higashihiroshima  

You can enjoy a foot bath there. 

You can apply alone,
with family or as a group.

Let’s learn how to make salt by an ancient method!

and seaweed in Kamagari, Kure city.

Lunch time
※Bring your lunch

Saijo
Higashihiroshima

Kamikamagari
Island

Ryuozan Sogo park

https://forms.gle/KZyXrtGJ9aMw7Kk97

