INTRODUCTION TO HIMEJI CITY
Activities of the Himeji Cultural and
International Exchange Foundation (in
charge of international exchange)

Himeji is located at the center of the Harima
Plain in the southwestern part of Hyogo
Prefecture. Surrounded by mountains and the
sea, Himeji has developed as a transportation
hub of western Japan. Blessed with a mild
climate and natural beauty, the city has
realized excellent cultural characteristics
through its long history as a castle town.
Since Himeji became a city in April 1889, its
population has increased together with
expansion of the city area, and now currently
exceeds 540,000, including more than
10,000 international residents.
While evolving as a center for economics,
culture and education in the Harima region, the
city now comprises a large economic and
cultural block in the region.

The Himeji Cultural and International Exchange
Foundation aims to promote the city's
globalization and community-based international
exchange activities.
・Programs to enhance communication with
international residents
Activities For International Exchange &
Understanding
International Friendship Festival
Japanese Speech Contest
Regional Communication
・Learning and training courses
Various language classes for citizens
Holding sessions to facilitate
understanding of other cultures at
diﬀerent sites upon users' request by
dispatching lecturers
Volunteer Step-Up Study Group

International partnerships
<Sister city/friendship city/sister castle
relationships>

Six sister city/friendship city relationships and
two sister castle relationships have been
formed between Himeji and overseas cities.
Based on
these relations, the city has
promoted international exchange activities in
various areas.

・Exchanges with sister cities and castles
Sending and accepting young people (junior
high or high school students)
・Support for international residents
Consultation services, broadcasting in
diﬀerent languages, Japanese classes for
non-Japanese people, information magazine
for international residents in diﬀerent
languages.

Location/Date of agreement

Charleroi (Belgium): July 13, 1965
Phoenix (USA): November 3, 1976
Adelaide (Australia): April 19, 1982
Curitiba (Brazil): May 14, 1984
Taiyuan (China): May 20, 1987
Chateau de Chantilly (France): May 11, 1989
Changwon (South Korea): April 18, 2000
Conwy Castle (Wales): October 29, 2019

The Foundation (in charge of international
exchange) has a supporting members system.

■For detailed information, contact:
Himeji Cultural and International
Exchange Foundation (in charge of
international exchange)
3F Egret Himeji Building,68-290
Hommachi, Himeji 670-0012
TEL （079）282-8950
FAX （079）282-8955
Website: http://www.himeji-iec.or.jp
Email: info@himeji-iec.or.jp

Tourism and Friendship Exchange
Agreement

Himeji City has signed a Tourism and
Friendship Exchange Agreement on Castles
with Bavaria, Germany, and is pursuing
collaborations and exchanges based on
tourism promotion.
Location/Date of agreement
Neuschwanstein Castle (Germany): March 26,
2015
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姫路市の概要
姫路市は兵庫県の西南部に広がる播磨平野の中
央部に位置しています。山と海に囲まれ、古く
から西日本の交通の要衝として発展を続けてき
ました。城下町としての豊かな歴史と文化に育
まれ、穏やかで豊穣な自然に恵まれた、個性と
風格に満ちた都市です。
1889年4月に市制が施行されてから、市域の
拡大とともに人口も増加し、現在は約54万人
の市民が生活しています。その中には1万人を
超す外国人住民も共に暮らしています。
播磨の経済・文化・教育の中心として発展を続
け、一大経済文化圏を築きあげてきました。

〈公益財団法人 姫路市文化国際交流財団
（国際交流担当）の活動〉
（公財）姫路市文化国際交流財団（国際交流担
当）は、姫路市の国際化と地域ぐるみの国際交
流事業を推進することを目的としています。
・在住外国人との交流
国際交流ふれあい教室
ひめじ国際交流フェスティバル
日本語スピーチコンテスト
地域交流事業
・国際化をめざす講座・研修
市民のための外国語講座
国際理解出前講座
ボランティアステップアップ学習会

国際交流
〈姉妹都市・友好都市・姉妹城〉
姫路市は、海外の6都市2城と姉妹都市、友好都
市、姉妹城の提携を行い、様々な交流活動を進
めています。

・姉妹都市・姉妹城との交流
青少年相互派遣（中学生・高校生）

提携先・提携日
シャルルロア市（ベルギー） 1965年7月13日
フェニックス市（アメリカ） 1976年11月3日
アデレード市
（オーストラリア）
1982年4月19日
クリチーバ市
（ブラジル）
1984年5月14日
太原市
（中国）
1987年5月20日
シャンティイ城
（フランス） 1989年5月11日
昌原市
（韓国）
2000年4月18日
コンウィ城（英国）
2019年10月29日

・在住外国人支援
各種相談、ベトナム語放送
外国人のための日本語講座
外国人のための外国語情報誌
当財団国際交流担当には、賛助会員制度があり
ます。
■詳細についての問い合わせは、
公益財団法人 姫路市文化国際交流財団
（国際交流担当）
〒670-0012 姫路市本町68番地290
イーグレひめじ3階
TEL （079）282-8950
FAX （079）282-8955
ホームページ
http://www.himeji-iec.or.jp
Eメール info@himeji-iec.or.jp

〈観光友好交流協定〉
姫路市は、ドイツのバイエルン州と城を通じた
観光友好交流協定を締結し、観光振興を主題と
した連携と交流を進めています。
提携先・提携日
ノイシュバンシュタイン城（ドイツ）２０１５年３月２６日
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