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※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止又は、内容を変更する場合があります。

①マスクの着用 ②手洗い・消毒の徹底

③適切な距離の確保 など

新型コロナウイルス感染症
予防のための取り組み
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今回は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止
する観点から、昨年までの体験・屋台村・発表など
の開催を見直し、展示を中心に開催いたします。

JICA 筑波、茨城県日中友好協会、中国留学生学友会、パンダ招へいを応援する会
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Laos＆Its people
タイ、ラオス、ベトナム等の手工芸品を展示即売します。
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に ほん ぶん か ゆた でん とう し

Asia culture lecture

■日本のきもの文化・豊かなきものの伝統を知ろう!
Japanese kimono culture
日本在来の衣服である「着物」を展示します。

こう  えん かいぶん   か

■アジア文化講演会
「実践！多文化共生－私たちにできることを考える－」
横溝 環氏（茨城大学 人文社会科学部 准教授）による講演会です。ぜひ足をお運びください。

ひろ   ば

■パンダの広場
Pandas Square
パンダのふるさとの景色を再現した写真撮影スペース、パンダクイズ、パンダに
ついての資料配布、ご参加いただいた方にはパンダキーホルダーをプレゼント!

■インターナショナルカフェ
International café
外国人の皆さんが日本語で祖国についてお話する異文化アラカルトです。 がい  こく じん い ばな てん   じ

■外国人の生け花展示
Flower Arrangement Exhibition by people from different countries
生け花を学んでいる外国人の皆さんが、会場の各コー
ナーにお花を飾ります。

ざい じゅう がい こく じん む む   りょう そう だん かい

■在住外国人向け無料相談会
Free Consultation for Foreigners-General Life Matters and Health
ビザ、仕事、研修、結婚、税金、保険、生活のこと、子育て
のこと、体のことなど。お金はいりません。弁護士・保
健師・ケースワーカーと話ができます。秘密は守りま
す。参加したい方は時間までに来てください。
（言語：英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、日本語）
This consultation aims at helping foreigners find a 
solution to their troubles and worries in their daily 
lives.(Languages：English,Chinese,Vietnamese, 
Tagalog and Japanese）

各日10：00～17：00
Seven Exhibitions are displayed on 1F from10:00-17:00(Nov.15,16:00)

（最終日は16：00まで）11/11㈬～11/15㈰WED SUN

1Fギャラリー

アジアの一押し写真展
Top recommendation Photo Exhibition

皆さんから募集した、アジアの国々の一押しの
写真を展示・紹介します。どんな国のどんな写
真が展示されるのか必見です。

遊びの広場
Bamboo-copter Experience

ベトナムで遊ばれている竹とんぼなどを展示・
紹介します。

日本語で歌つなぎ
Song tie in Japanese

「一体いつになったら日本へ行ける？」先の見えない不
安を、日本への留学を志す多くの学生が抱えています。
彼らが「今、できること」は何か？歌とビデオレターに、
それぞれの想いを乗せて日本へ届けてくれました。

ビデオでアジア料理サロン
Asia Cooking salon

日立さくら日本語学校に通うベトナムの留学
生が作る家庭料理をビデオで紹介します。期間
中はレシピも配布しますので、是非ご家庭でお
試しください。

カンボジア写真展
Cambodia Photo Exhibition

カンボジアで長年続けている少年サッカー大
会や学校訪問、人々の暮らしなどを写真で紹介
します。

日立の子どもの国際交流
10Photo Exchange Program

日立市の小中学校に届いた、国際姉妹都市の子
ども達の素晴らしい写真とお便りをご覧くだ
さい。

ラオスの写真展
Laos Photo Exhibition

「ラオス国ハークケオ小学校修学旅行 in 日立」
の写真展示やラオスの小規模図書館の様子、タ
イの難民キャンプの様子を紹介します。

新型コロナウイルス感染症に関する注意事項 Precautions to COVID-19
●茨城県等の定めているガイドラインに基づき、新しい生活様式に合わせた運営に取組んでいます。

●「いばらきアマビエちゃん」に登録されたイベントです。　

●状況に応じて、公演等の中止又は内容を変更する場合があります。

●お客様同士の適切な距離を確保できる座席配置になっています。状況に応じて、座席数や座席の配置を変更する場合があります。

●当日体調のすぐれない方は来場をお控えください。

●日立シビックセンター1階にサーマルカメラを設置してありますので、入館時の検温にご協力ください。

●混雑時には入場制限をさせていただく場合があります。

てん          じ

Based on the guideline specified by Ibaraki Prefecture, we are coping with the operation according to the new lifestyle.

This event is registered to- “Ibaraki Ama-Bie-chan”

We may impose a limit on admission if crowded.

Please take your temperature with the thermal camera provided at the ground floor of Hitachi Civic Center when you enter the building.

If you are in bad shape, please refrain from attending the event.

The seat arrangement is done in view of the social distance for participants. Number of seats and seat arrangement may be changed as per the situation.

This event is subject to stop or change its content depending the situation.

Gallery


