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

お申込み方法
も う し こ ほ う ほ う

こうざい こくさい たんとう うえだ じゅんこ

5月31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

い ひと おお き

もう こ

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

※小学生以下の人は、15歳以上の人といっしょにきてください。
しょうがくせいい か ひと さいいじょう ひと

ひ が し ひ ろ し ま

月

土曜日
ど よ う び

￥0
東広島に住んでいる

外国人20人

ひがしひろしま す

がい こく じん に ん

こども＆おとな

6 11がつ

こくさい

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

にち

ひろしま国際プラザ

広島大学 大学会館前

西条駅

福富ダム 見学

お好み焼き体験（ひろしま国際プラザ）

志和のホタルをみよう！

西条駅、大学会館前、ひろしま国際プラザバス停

ひろしま だいがく だい がく かい かん まえ

ふく とみ けんがく

この や たいけん

さいじょうえき だいがくかいかん まえ こく さい てい

さいじょうえき

14：30

14：40

14：55

15：30

17：30

19：30

20：40～

し わ

💧 雨がふったら 💧

雨天のときは福富で工作ワークショッ

プをします。その後、ひろしま国際

プラザでお好み焼き体験をしたのち

帰ります。ホタル観賞は中止します。

あめ

う てん ふくとみ こうさく

こくさい

この や たいけん

かえ かんしょう ちゅうし

お好み焼きは3種類

・スタンダード
・ハラル
・ベジタリアン

参加が決定した人に

希望をお聞きします。

この や しゅるい

さんか けってい

きぼう き

お好み焼き体験は小学5年生以上～
この や たいけん がく ねんせいいじょう

20～30メートル下にある

トンネルまで歩いております。

した

ある

こくさい
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- Please fill out the application form by Tuesday, May 31st. 
A lottery may be held if there are more applicants than availability.

￥0
20 non-Japanese

adults and children
in Higashihiroshima City

14：30

14：40

14：55

15：30

17：30

19：30

20：40～

Hiroshima International Plaza (HIP)

Hiroshima Univ. Daigakukaikan-mae

Saijo station

Visiting Fukutomi Dam 

Making Okonomiyaki 

Watching Fireflies in Shiwa

Daigakukaikan-me, Saijo station, HIP

th

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

Saturday

How to apply

* Six-graders or younger need to be accompanied by a guardian over 15 years old.

June11

▼Application form

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

@Hiroshima International Plaza

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

5th grade and above can make Okonomiyaki.

Okonomiyaki Menu
- Standard
- Halal
- Vegetarian
Choose one of styles, 
after you are 
selected to join.

💧 What if it rains?   💧

Experience a Craft workshop

instead of visiting Fukutomi Dam.

After making Okonomiyaki, we will 

return home. 

Watching Fireflies will be cancelled.

Walk 20-30m down the dam and explore the tunnel.
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