
  1. 行事名 / Event name

  2. 開催日時 / Date

  3. 場所 / Location

  4. 活動内容 / Activities

  5 .送迎 / Pick up service

大分バス（350円）
APハウス前8：11
亀川駅8：25

電車（片道1,680円／往復3,360円）
亀川駅8：45
佐伯駅10：39
（114分）

佐伯駅17：00
亀川駅19：03
（114分）

大分バス（350円）
亀川駅19：09→APハウス前19：22
亀川駅19：29→APハウス前19：42

Oita Bus (350 yen)
8:11 Depart in front of AP House
8:25 Arrive at Kamegawa Station

Train (1,680 yen one way / 3,360 yen round trip)
Kamegawa Station 8:45
Saiki Station 10:39
(114 minutes)

2 activity corners and some performances
・「お名前屋さん（多言語で名前をかく）」サービスブース / Corner where you write Japanese participants'
names in your native language (Name Shop corner)

・「多文化カフェ」ブース / Multicultural Exchange Cafe corner

・大ホールにて「ステージパフォーマンス」/ We are looking for people who can performe on stage in
addition to participating in the exchange activities.

「やさしい日本語」を　使った、日本人との　交流を　します。
Interact with Japanese people using "Yasashii Nihongo" (Easy Japanese).

多文化カフェ、お名前屋さん、というコーナーで活動してください。
Please participate in the activities in the "Multicultural Cafe"and "Name Shop" corners.

日本人の参加者の名前を、あなたの言語で書いてください。
（多くの日本人は英語に慣れていますが、さまざまな国の文字や言語に慣れていないので、参加者は、自分の名前を
さまざまな国の文字で書き、さまざまな文化を楽しむことができます。）

Please write the names of Japanese participants in your native language.
(Many Japanese people are familiar with English, but are not familiar with the characters and
languages of other countries, This is a chance for participants to enjoy different cultures by writing
their names in different languages.)

ステージパフォーマンスは、10分から15分のダンスや歌のパフォーマンスなど、何か披露できるものがあれば教え
てください。なければ大丈夫です。
Please let us know if you would be able to perform. Performers will have 10-15 minutes to perform a
dance, song, or whatever special talent you would like to show off.. Please don't worry!, We will still be
happy to have you even if you don't want to perform.

お昼ご飯は、世界のカレー企画として5カ国のカレーを予定していますので、お楽しみに。お昼ご飯代金はこちらで
準備します。
全館貸し切りで催しをしているので、一緒に楽しみましょう。
For lunch, we will provide you with curry from 5 different countries as part of the "Curry of the World"
project, so please look forward to it. The entire building is reserved for this event, so let's have fun!.

佐伯市で開催される初めての国際イベントです。
This is the first international event held in Saiki City.

さいき城山桜ホール開館2周年記念イベントとして開催します。
This event will be held to celebrate Saiki Shiroyama Sakura Hall's 2nd anniversary.

テーマ・キーワード
国境も世代も障がいも超えてみんなで楽しめるイベント、多文化共生、インクルージョン
Event Theme/Keywords:
An event that everyone can enjoy, transcending borders, generations, and disabilities.
Multicultural coexistence

地域交流行事　学生募集用紙

さいきワールドフェスタ／Saiki World Festa

　　あり / Available　→送迎場所 / Place　APハウスⅠ前/ AP HouseⅠ

　　なし / Not available → 交通アクセス /Transportation information ↓↓↓

2022年10月29日（土）、30日（日）／Saturday, October 29 & Sunday, October 30

さいき城山桜ホール／Saiki Shiroyama Sakura Hall

    　　交流
    　　Cultural exchange

　　　　ボランティア活動
　　　　Volunteer

　　　　パフォーマンス披露
　　　　Performance

Local Exchange Information



  6. 提供していただける条件/Gratuity

  7. 応募資格/ Desired applicants

  8. 会話能力/Language level

  9. 募集人数/ Number

  10. 締切 / Deadline

  11. スケジュール / Schedule

  12. ｱﾙｺｰﾙ提供/ Alcohol 

  13. 保険 /Insurance　

  14. 応募方法 / How to apply

     

  15.  主催者（団体）/ Event Organizer：

  1６. 連絡先 / Contact

Saiki Station 17:00
Kamegawa Station 19:03
(114 minutes)

Oita Bus (350 yen)
Kamegawa Station 19:09 → AP House Mae 19:22
Kamegawa Station 19:29 → AP House Mae 19:42

　　直接応募 / Apply directly

　　間接応募 / Apply at the Student Office web site

　　加入済み /Enrolled               加入予定 / Plan to enroll　 　    加入予定なし/ Not planning to
enroll

10人　/　10 people

総額 （往復）/ Total fare（Round Trip） About ￥4,060
※JRかバスを利用した人にのみ支払います。Using JR or Bus Only.)

佐伯駅10：39到着　イベント会場まで車で送迎
さいき城山桜ホール（イベント会場）10：50到着
11：00活動開始
随時休憩や交代してお昼ご飯を食べる。
16：00イベント終了・片付け
さいき城山桜ホール16：30出発
佐伯駅16：40到着
佐伯駅から別府へ17：00出発

Arrive at Saiki Station at 10:39. Partcipants will be taken to the event venue by car.
Arrive at Saiki Shiroyama Sakura Hall (event venue) at 10:50.
11:00 activity start
Take breaks and take turns eating lunch.
16:00 Event ends, clean up
Depart from Saiki Shiroyama Sakura Hall at 16:30
Arrive at Saiki Station at 16:40
Depart from Saiki Station to Beppu at 17:00

　　総額 / Total fare ￥4,060

　英語力

　　交通費支給 / Travel expenses→支給内容 / Expense details：

　　謝礼 / Gratuity ￥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（一人あたり / Per person）

 電話番号 Telephone number：090-4510-7909

 ファックス番号 Fax number：

 メールアドレス / E-mail address：hisakotoluna@gmail.com

　　その他 / Other：ランチ（カレー）／ Lunch (Curry)

　日本語力

　Japanese　できない　　　 片言　　　 　　簡単　　　　　  　日常会話　  　　 　   流暢

　English 　　 None　　  　  Beginner      　Elementary  　    Intermediate      　  Fluent

　　国際学生のみ / International students only  　  　国内・国際問わず / For all students

　　あり / Provided 　　なし/ Not provided

2022/10/9（日） 　October 9, 2022 (Sun)

 住所 ： 〒876-0831　大分県佐伯市大手町２丁目２番２８号

 企画担当者 / Contact Person：森川寿子　Hisako Morikawa

佐伯市役所　地域振興部　文化芸術交流課　さいき城山桜ホール係 / Saiki City Hall

 Address： 876-0831 Oita Pref. Saiki City Ohte-machi 2-2-28
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