
参加費
Participation

Fee

ひとり1,000円（12歳以下の子どもは500円）
1,000yen per person (half price for a child under 12)

いこいの村ひろしま（安芸太田町）
Ikoi  no mura Hiroshima (Akiota Town)

場所
Location

定員
Participation

Limit

４０名 (申込みが多かった場合は，抽選をします。グループで申し込
みをした人は，別々にはなりません。）
40 people（Participants will be determined by lottery system if
the limit is exceeded. Group applicants will not be broken up.)

服装
Clothing

防寒性・防水性の高い服を着用してください。
(帽子・手袋・耳あてがあるとより良いです）
Please wear warm and water-resistant clothing. 
(hat, globes, earmuffs etc. recommended)

家族や友だちと一緒に参加したい場合は，代表者が申し込んでください。
When participating with family or friends, choose one person to sign
up for the group.

その他
Notes

キャンセルするとき・集合場所を変えるときは必ず連絡をしてください。
Please make sure to contact us if you want to cancel or change the
meeting place.
 

昼食は参加費に含まれます。（ハラル対応できます）
Lunch included in participation fee (Halal option available)

Web申込み  /  Apply online                                                        　　

                      https://bit.ly/3tjnnY9                       

　                    　　　【締め切り / Deadline】 2/18 (Thu)

広島県に住んでいる外国人
International residents of Hiroshima Pref.

応募できる人
Applicants

日時
Time & Date

2月27日(土)2月27日(土)  
FebruaryFebruary    27th (Sat)27th (Sat)

集合場所
Meeting place

無料のシャトルバスで会場まで行きます。どこでバスに乗るか選んでください。
 You can use a free shuttle bus and decide where to get on the bus.
1．JR広島駅 (北口 ペデストリアンデッキ）
　  JR Hiroshima Sta. (North Gate, Pedestrian deck) 
2．広島大学 (大学会館前）
　   Hiroshima Univ. ( "Daigaku-kaikan mae" bus stop )
3.   JR西条駅 (南口 マツモトキヨシ前）
       JR Saijo Sta. (South Gate, in front of  Matstumoto Kiyoshi store)

申込み方法
How to apply
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安芸太田町（広島の北部）に行って、いろんな雪あそびを体験しよう！！

スノーシューを履いて雪山を散歩したり、そりあそびなどができます。

Let's  go to Akiota Town (Northern Hiroshima) 

and play in the snow! You can experience of

snowshoeing in the snowy mountain, sledding etc.

 
 

主催：公益財団法人ひろしま国際センター
Organizer: Hiroshima International Centerを

協力：一般社団法人地域商社あきおおた
Collaborated by: General Incorporated Association Chiiki Shosha Akiota

　問合せ先  /  Contact
　ひろしま国際センター　交流部　(北角)
       Hiroshima International Center   (Kitakado)
　 ☎082-541-3777　✉hic17@hiroshima-ic.or.jp

きたかど

    【スケジュール / Schedule】
7:30　  広島大学発 
              (Departure form Hiroshima Univ.)
7:55　  西条駅発
              (Departure from JR Saijo Sta.)
8:40　  広島駅発
             (Departure from JR Hiroshima Sta.)
10:00　安芸太田町着
             (Arrival at Akiota Town) 
15:40　安芸太田町発
             (Departure from Akiota Town)
17:20　広島駅着
             (Arrival at JR Hiroshima Sta.)
17:35　西条駅着
             (Arrival at JR Saijo Sta.)
18:00　広島大学着
　        (Arrival at HIroshima Univ.)


