姬路市的概要

姫路市の概要

姬路市位于兵库县西南部播磨平原的中央。这里
依山傍海，自古以来就作为西日本的交通要塞，
不断发展繁荣。作为“城下町”（以诸侯的居城
为中心发展起来的城邑）的姬路市，拥有悠久的
历史和孕育出丰富的文化，并富有祥和而丰饶的
大自然，是一个个性鲜明、风格独特的城市。
自从1889年4月施行城市制度以来，随着城市
范围的扩大，人口也随之不断增加，现在姬路市
大约拥有54万人口。其中，约有1万多外国居民
与日本居民共同生活在这里。
姬路市作为播磨的经济、文化、教育中心不断发
展，已经形成了一大经济文化圈。

国际交流
〈姐妹城市、友好城市、姐妹城堡〉
姬路市与海外的6个城市和2座城堡缔结了姐妹城
市、友好城市、姐妹城堡关系，并与其开展了各
种各样的交流活动。
缔结对象、缔结日
沙勒罗瓦市（比利时）
凤凰城（美国）
阿德莱德市（澳大利亚）
库里奇巴市（巴西）
太原市（中国）
尚蒂伊城堡（法国）
昌原市（韩国）
康威城堡（英国）

1965年7月13日
1976年11月3日
1982年4月19日
1984年5月14日
1987年5月20日
1989年5月11日
2000年4月18日
2019年１０月２９日

〈观光友好交流协定〉
姬路市与德国拜仁州缔结了姬路城与新天鹅石城
堡之间的观光友好交流协定，正在进行以振兴观
光为主题的合作与交流。
缔结对象、缔结日
新天鹅石城堡（德国）
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2015年3月26日

〈公益财团法人 姬路市文化国际交流财团
（国际交流担当）的活动〉
旨在推动姬路市的国际化和全体地区的国际交流
事业，实现多元文化共生的社会。
·与居住在本市的外国人的交流
国际交流互动教室
姬路国际交流节
日语演讲比赛
地区交流事业
·为实现国际化而开办的讲座、研修
面向市民的外语讲座
加深国际理解的上门讲座
志愿者培训讲座
志愿者提高学习会
·姐妹城市、城堡的交流
青少年互访（中学生·高中生）
·对居住在本地的外国人的援助
各种咨询、越南语广播
面向外国人的日语讲座
面向外国人的多语种生活信息杂志
本财团国际交流担当，设有赞助会员制度。
■有关详细内容请谘询∶
公益财团法人 姬路市文化国际交流财团
（国际交流担当）
邮编670-0012 姬路市本町68番地290
Egret姬路3楼
电话
079-282-8950
传真
079-282-8955
网页
https://www.himeji-iec.or.jp
电子邮箱 info-iec@himeji-iec.or.jp

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。

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。
提携先・提携日
シャルルロア市（ベルギー）
フェニックス市（アメリカ）
アデレード市（オーストラリア）
クリチーバ市（ブラジル）
太原市（中国）
シャンティイ城（フランス）
昌原市（韓国）
コンウィ城（英国）

1965年7月13日
1976年11月3日
1982年4月19日
1984年5月14日
1987年5月20日
1989年5月11日
2000年4月18日
2019年10月29日

＜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

〈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〉
姫路市の国際化と地域ぐるみの国際交流事業を
推進し、多文化共生社会を実現することを目的と
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
ボランティア養成講座
ボランティアステップアップ学習会
・姉妹都市・姉妹城との交流
青少年相互派遣（中学生・高校生）
・在住外国人支援
各種相談、ベトナム語ラジオ放送
外国人のための日本語講座
外国人のための多言語生活情報誌
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
https://www.himeji-iec.or.jp
Eメール info-iec@himeji-iec.or.jp
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姫路市国際交流センターについて

关于姬路市国际交流中心
＜设置目的＞

②姐妹城市角
介绍并展览海外姐妹城市、友好城市及姐妹
城堡。
③交流大厅
志愿者团体或个人都可以自由使用，可以在
此进行国际交流。
④志愿者活动室
这是在本中心注册的国际交流团体的活动场
所。备有存衣柜和邮箱。
⑤印刷室
这是在本中心注册的团体的工作空间。设有
印刷机和工作桌等。
⑥咨询面谈室
提供面向外国人的生活咨询服务。

姬路市国际交流中心立足以下三大主题，从
2001年9月开始运作。
·培养具有人权意识、丰富国际意识的人才
·创造外国人易于生活的环境
·建设面向世界开放的独具魅力的城市
姬路市国际交流中心作为地区的国际化据点设
施，收集并发出信息、援助NGO、志愿者的活
动、为外国人提供生活谘询、与政府、NGO、
学校、企业等积极地携手合作等。

＜关于设施＞
①图书角
收集并提供关于国际交流的书籍和资料。在
这里可以阅览外国的新闻杂志以及各种专业
书籍。

此外，本中心还设有会议室、研讨室、日本
和室。

第5会议室

和室1 和室2

姊妹都市区

亲子室

第6会议室

WC
WC

姬路城

Egret姬路

大手前公园地下停车场

姬路邮局
→
NHK

←

←十二所前线

山阳百货店
山阳电铁
至冈山
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JR姬路车站

至神户

展示コーナー

EVホール

図書コーナー

WC

研讨室C

WC

研讨室D

●开馆时间 9:00～21:00
●休馆日
年末年初（12月28日～1月4日）、
其他、临时休馆日
●谘询
邮编670‐0012 姬路市本町68番地290
Egret姬路
电话∶079‐287‐0800（受理馆内设施出租）
079‐287‐0820（办公室）
传真∶079‐287‐0824
网页∶https://www. city.himeji.lg.jp/
检索
姬路市国际交流中心
电子邮箱∶kokusai@city.himeji.lg.jp

好古園

姫路城

イーグレひめじ

大手前公園地下駐車場
国道２号線→

→

←

姫路医療センター

姫路郵便局
→

NHK

←十二所前線

山陽百貨店
山陽電鉄
至岡山

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

交流ロビー

第1会議室

みゆき通り

→

姬路医疗中心

印刷室
姬路市人权启发中心

WC

姉妹都市コーナー

親子室

第6会議室

大手前通り

大手前通大道

御幸通大道

国道2号线→

姫路市国際交流センター（イーグレひめじ４F）

第4会議室
EV

研讨室A

志愿者
活动室

この他、会議室、セミナー室、和室がありま
す。

第5会議室

研讨室B
图书角

好古园

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。

交流大厅

第2会议室

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

谘询面谈室

电梯厅

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＞

和室1 和室2

展览角

第1会议室

第3会议室

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。

姬路市国际交流中心（Egret姬路4F）

第4会议室

电梯

＜設置目的＞

ボランティア
活動室

WC
セミナー室 C

印刷室
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 https://www.city.himeji.lg.jp/
姫路市国際交流センター

JR姫路駅

至神戸

Eメール

検索

kokusai@city.himeji.lg.jp
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