
  

    

  

 当館のSNS情報 ＼ 当館のイベント情報をメインにさまざまな投稿をしています♪ ／ 

H P 

 

 2/11（土）「フェアトレードシティくまもとマルシェ」が開催されました！！ 

                  

人を信じよ。 

しかしその百倍も自らを信じよ。 

    ～手塚治虫～ 



3月
インターナショナルカフェとは、熊本に住む外国人の方々を招き、それぞれの国

にまつわる文化や風習などについてお話をするサロン形式の講座です。外国語が出
来なくても参加は可能です！ 海外の文化に興味がある方、外国語に触れてみたい方
などお気軽に参加してみませんか？

【申込み、お問合せ】
熊本市国際交流振興事業団
ＴＥＬ：096-359-2121
koza@kumamoto-if.or.jp

異文化カフェシリーズ
多国籍でバラエティ豊かなお話を聞いてみよう～♪
【参加費】 500円（ドリンク付） 【対象】 中学生以上 ※予約が必要です！

１1日（土） 10:00-11:30

テーマ： 「マルディグラ」 （アメリカ・ドイツ）
（参加費） 無料（要申込み）
（対 象） 小中学生とその保護者
（持参品） クレヨンor色鉛筆、はさみ、のり

熊本市の国際交流員や、在住外国人が彼らの国を紹介し
ながら、ゲームや工作などを行う人気のイベントです。この
機会に親子で参加してみてはいかがでしょうか？

3月のキッズカフェ
申込みQRコード

≪アメリカ≫ ９日（木）14:00-15:00／18:30-19:30 ※進行は英語・日本語

テーマ：ＡＩの発展（人工知能）

≪中 国≫ 17日（金）14:00-15:00／18:30-19:30
※進行は14：00～日本語、18：30～主に中国語

テーマ：中国の多文化共生

≪ドイツ≫ 23日（木）14:00-15:00／18:30-19:30 ※進行は日本語

テーマ：見てほしいドイツの映画・ドラマ

インターナショナルカフェ

キッズ カフェ

≪イタリア≫ ３日（金）18:30-19:30 ※進行は英語・イタリア語・日本語

テーマ：V as Vacanza (バカンス) 

≪メキシコ≫ １４日（火）19:00-20:00 ※進行はスペイン語・日本語

テーマ: Nopalって何？Nopalサラダを試食してみよう！

≪韓 国≫ 15日（水）14:00-15:00／18:30-19:30
※進行は14：00～日本語、18：30～主に韓国語

テーマ：韓国の屋台（市場） 蔚山交流

≪ベトナム≫ 2４日（金）14:00-15:00 ※進行は日本語

テーマ：ベトナムの祝日について、
ベトナム語での時間の言い方

≪コラボカフェ≫ 25日（土）14:00-15:00 

テーマ：ネパール ＊講師はネパール出身の留学生です。

16日（木）14:00-15:00国際交流カフェ

【参加費】 500円（ドリンク付） 【対象】 中学生以上 ※予約が必要です！

熊本市国際交流員（アメリカ・ドイツ・中国・韓国）の4名と、ポーランド人スタッフの計5名の外国人が、

出身国と日本との取り組みを比較しながら参加者と一緒にディスカッションする国際交流の醍醐味！

テーマ「 いつ行くの？」～時間に対する意識の違い～

※旧CIRカフェ 名称が変更になりました。
詳しくはHPをご覧ください。

International Café

3月の異文化カフェ
等申込みQRコード



● くまもとラオスDAY - ラオスを楽しむ2日間 -  ゆる～い感じでやってます！！ 

～ 私たちがラオスに関わる理由 ～ by 熊本ラオス友好協会 

「ラオスが発展するためには人材育成が重要。なかでも地方の優秀な人材を発掘し、育成することが重要である」と、 

故坂井弘臣氏は長年にわたり、ラオスの高校生の就学支援に力を尽くされました。私たち熊本ラオス友好協会では、 

その遺志を受け継ぎ、次の世代にもつないでいきたいと願っております。ラオス弁当も用意する予定です。 

是非、お気軽にご来場ください！！ 

 

日  時： 3月4日（土）～5日（日）  

１0：００～１６：００ 両日とも 

会  場： 国際交流会館 １Ｆリンクカフェ 

★ ラオスのフォトギャラリー 

★ ラオスギャラりー ～雑貨・織物など手工芸品販売～ 

★ ラオス料理の特性弁当＜数量限定販売＞ 

 

 

 

● フェアトレードセミナー（７回シリーズ 最終回） 
 ２０１１年 6月、熊本市がフェアトレードタウンに認定されてから徐々に広がりを見せてきたフェアトレード。そこで本年度は、

今の日本におけるフェアトレードや、他国の状況などを身近な商品や体験を交えながら紹介しています。また、ＳＤＧｓにも深く

関係していることから消費についても学んできました。 

最終回のテーマは、「持続可能なフェアトレード～FTロゴって何？～」です。 

 

日  時： 3月 12日（日） １３：３０～１５：００ 

会  場： 熊本市国際交流会館１Ｆリンクカフェ 

参加費：  無料 

定  員： ２０名程度 

講  師： 中村 稔氏 ㈲中村植物園  

      木下 俊和氏 大学非常勤講師 

 

 

 

● 外国人のための日本文化体験Day 

  桜の咲く季節に外国人向けの着付け＆お茶の体験を行います。 

 

日  程： 3月21日（火・祝） 9:30-17:00※ 

会  場： 熊本市国際交流会館5F 

参加費： 500円 

対  象： 在熊外国人  

定  員： 各時間帯に１０名ずつ ※受付は３０分毎に行います  

① ９：３０-10:00  ②10:00-10:30 

③ 10:30-11:00  ④11:00–11:30 

⑤ 12:30-13:00  ⑥13:30-14:00 

⑦ 14:30-15:00  

 

 

【お問い合わせ】  

熊本市国際交流振興事業団 【電話】 ０９６-３５９-２１２１ 【メール】 koza@kumamoto-if.or.jp 

フェアトレードセミナーの 
申込みＱＲコードはこちら 

プログラム（予定） 

★4日（土） 

11時 熊本ラオス友好協会の高校生支援について 

13時 東南アジアを歩いて感じたこと 

★5日（日） 

 11時 ガイドブックでは分からないラオスの魅力 

 13時 ラオスにおけるビジネス展開の可能性 

 15時 ラオス・思いをつなぐ 

日本文化体験Dayの 
詳細はこちら 
はこちら 

受付は3月5日（日） 

午前 9 時から右記 web

フォームのみとなります! 



日 曜 催　　物　　名 主　　催　　者 開場 開演 終演 お問合せ・入場料等

1 水 書道用品フェア― 有限会社大潮 10:00 18:00
096-343-0040（当日まで）

090-4998-8231（当日）

2 木 書道用品フェア― 有限会社大潮 10:00 18:00
096-343-0040（当日まで）

090-4998-8232（当日）

3 金 書道用品フェア― 有限会社大潮 10:00 16:00
096-343-0040（当日まで）

090-4998-8233（当日）

4 土 第25回きょうされん九州ブロック学習交流会inくまもと きょうされん　熊本支部 12:00 13:00 15:00 関係者のみ

5 日 第25回きょうされん九州ブロック学習交流会inくまもと きょうされん　熊本支部 10:00 11:00 15:00 関係者のみ

6 月 健康診断 一般社団法人　日本健康倶楽部　熊本支部 関係者のみ

7 火 一ッ葉高等学校　熊本キャンパス　卒業証書授与式 一ッ葉高等学校 13:45 14:00 15:30 関係者のみ

8 水 熊本市小学校長会 3月全大会 熊本市小学校長会 14:00 14:30 16:40 田迎小 藤本

9 木 未来自治体全国大会2023地方大会決勝 NPO法人ドットジェイピー熊本エリア 11:35 12:05 17:00 関係者のみ

10 金

11 土 第２７回おどりの会　ひさ屋 (株)ひさ屋 11:00 12:00 15:30 096-355-5298

12 日 ピアノ発表会 ひよしピアノ教室 ほか 10:50 11:00 16:00 関係者のみ

13 月

14 火

15 水 期日前投票事務説明会 熊本市選挙管理委員会事務局
9：30
13：30

10：00
14：00

11：30
16：00

関係者のみ

16 木

17 金

18 土 セツゲッカライブスキルオンハーツ2023 ― ― ― ― ―

19 日 Primavera Concert　2023 NPO法人テアトロ・リリカ熊本 13:30 14:00 16:00 096-326-7729

20 月 投票管理者・職務代理者会議 熊本市選挙管理委員会事務局
9：30
13：30

10：00
14：00

11：30
16：00

関係者のみ

21 火 PLU　BLOOM プルメリア 12:00 12:30 14:30 Twitter　@plumria_ｋｍｔ

22 水 投票管理者・職務代理者会議 熊本市選挙管理委員会事務局 9:30 10:00 11:30 関係者のみ

23 木

24 金

25 土 ビエントコンサート　春まつり Viento オフィス 13:30 14:00 16:00 ◎090-2581-9165（担当：吉川）

26 日 日本クラウン 吉永節寿々会 日本クラウンミュージック吉永節寿々会 12:30 13:00 16:00 096-352-9367

27 月

28 火 Ballet School E'crin参観日 Ballet School E'crin 14:30 15:00 21:00 関係者のみ

29 水

30 木

31 金 銀の風合唱団２５周年記念コンサート 銀の風合唱団 13:00 13:30 15:30 090-6899-0994

休　館　日（保守点検日）

休　館　日（保守点検日）

予約あり

予約あり

予約あり

予約あり

MAP

３月３月ホール催し物案内表ホール催し物案内表
この表は、2023年2月15日時点のご案内です。

主催者の都合により変更される場合もございます。
詳細につきましては主催者にお問合せ下さい。

ＰＡＲＫＩＮＧ

ＢＩＣＹＣＬＥ

無料

ＣＡＲ

有料

最初の1時間 200円
（その後、1時間毎に150円）

自転車及び125ｃｃまでの原動機付
自転車の駐車が可能です。

サイズに制限がございます。

※全長5.05ｍ 全幅1.85ｍ

全高1.55ｍ 全重量1.9ｔ

32台収容の機械式駐車場

駐輪場
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