Himeji International Exchange Center
<Purpose of establishment>

magazines, and technical books in various areas.
②Sister City Corner
Displays to introduce overseas cities and castles
with which Himeji has a sister city or friend city
relationship

In September 2001, the Himeji International
Exchange Center was opened to:
・Develop human resources who respect human rights
and have skills to communicate with people from
other cultures.
・Create an environment where people from other
countries can live in comfort.
・Make Himeji open and attractive to the rest of the
world.
As a community-based focal point, the Center works to
make Himeji an international city, by collecting and
disseminating necessary information, assisting
activities by NGOs and volunteer groups, helping
international residents with issues in daily life, and
promoting partnership between governments, NGOs,
schools and businesses.

③Communication Lobby
Open to volunteer groups and individual visitors as a
space for international exchanges.
④Volunteer Activity Room
Volunteer groups registered at the Center can use
the room for their activities. Lockers and mailboxes
are also available.
⑤Printing Room
A work space for volunteer groups registered at the
Center. Printers and tables are available.
⑥Consultation Room
Provides consultation for foreign residents on daily
life in Himeji.

<Center facilities>

①Library Corner
The Center's collection of books and documents
regarding international exchange is available to
visitors, who can also view overseas newspapers and
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There are also meeting rooms, seminar rooms and
Japanese rooms (rooms with tatami mats).

Sister City Corner
Family Room

Meeting Room 6
Japanese Japanese
Room 1 Room 2

Communication
Lobby

Meeting
Room 2

Himeji
Castle

Egret Himeji
Otemae Park

Sanyo Department
Sanyo Electric
Railways
To Okayama

→
Miyuki Street

Otemae Street

Route 2→

JR Himeji Sta.

←

Volunteer
Activity
Room

Printing Room

WC

Himeji Human Rights Promotion Center

Himeji Medical Center

Seminar
Room A

WC

ボランティアグループや個人が気軽に利用
でき、国際交流に触れることができます。
④ボランティア活動室
センターに登録している国際交流団体の活
動の場です。ロッカー、メールボックスを
備えています。
⑤印刷室
センターに登録している団体のワークスペ
ース。印刷機、作業机などを設置しています。
⑥相談面談室
外国人のための生活相談を実施しています。

①図書コーナー

国際交流に関する書籍や資料を収集し、提
供します。外国の新聞雑誌や、各種専門書
などの閲覧もできます。

この他、会議室、セミナー室、和室がありま
す。
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セミナー室 C

姫路市人権啓発センター

セミナー室 D

●開館時間 午前９時〜午後９時
●休館日
年末年始（12月28日〜1月4日）
その他 臨時に休館する日
●お問い合わせ
〒670‐0012 姫路市本町68番地290
イーグレひめじ
TEL. 079‐287‐0800（貸館受付）
079‐287‐0820（事務室）
FAX. 079‐287‐0824
ホームページ http://www.city.himeji.lg.jp/
姫路市国際交流センター
検索

姫路医療センター

姫路郵便局
市民会館
→

←十二所前線

山陽百貨店
山陽電車
至岡山

ボランティア
活動室

印刷室

WC

Seminar Room D

Citizens' Hall
→

セミナー室 A
セミナー室 B

第2会議室
第3会議室

相談面談室
レストラン

展示コーナー

第1会議室

Himeji Post Oﬃce

To Kobe

姉妹都市コーナー

親子室

第6会議室

EV

和室1 和室2

Seminar
Room B

海外姉妹・友好都市、姉妹城を紹介展示。

③交流ロビー

＜施設について＞

Counseling /Interview Room

EV Hall
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Koko-en

②姉妹都市コーナー

姫路市国際交流センターは以下の３大テーマ
をもとに2001年９月からスタートしました。
・ 人権意識・国際感覚豊かなひとづくり
・ 外国人が暮らしやすい環境作り
・ 世界に開かれた魅力あふれるまちづくり
姫路市国際交流センターは、地域の国際化の拠
点施設として、情報の収集と発信、ＮＧＯ・ボ
ランティアの支援、在住外国人の生活相談、行
政・ＮＧＯ・学校・企業等の連携に取り組んで
いきます。
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＜設置目的＞

Himeji International Exchange Center (Egret Himeji, 4th ﬂoor)
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姫路市国際交流センターについて

Eメール

至神戸
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kokusai@city.himeji.lg.jp

