
第３４回 ２０２２年度

TIME FESTIVAL 国際交流まつり

お問合せ先:

タイムフェスティバル実行委員会

TEL：0857-51-1165

E-mail:tict@torisakyu.or.jp

https://time-festival.jimdosite.com/

新型コロナウイルス感染症対策

のため、会場での飲食不可

日時 ２０２２年１１月２３日（水・祝）１１am – 3 pm
場所 とりぎん文化会館

入場
無料

FREE: No 
Charge!

主催:   タイムフェスティバル実行委員会 共催：公益財団法人鳥取県国際交流財団

あつまれ！世界の文化

にゅうじょうむりょう

たいむふぇすてぃばる こくさいこうりゅう

せかい ぶんか

にち じ ねん がつ にち すいようび・しゅくじつ ごぜん １１じ から ごご３じ まで

ば しょ ぶんかかいかん しんがた ころなういるす かんせんしょうたいさく

かいじょうで たべたり のんだり できません

といあわ さき

じっこういいんかい

しゅさい たいむふぇすてぃばる じっこういいんかい きょうさい こうえきざいだんほうじんとっとりけんこくさいこうりゅうざいだん



TIME FESTIVAL 2022
第34回 タイムフェスティバル 11月23日（水・祝）

鳥取に住んでいる外国人が自分の国を紹介

します！さまざまな国々を体験しましょう！

例えば・・・

● インドネシア ●バングラデシュ

● ウクライナ ●アイルランド

● カナダ ●ラテンアメリカ

● 中国 ●ナイジェリア

● ベトナム

世界のいろいろな国の紹介

文化のパフォーマンス

音楽、ダンスなど、世界の素敵なパフォーマ

ンスも楽しめます。例えば・・・

● アコーディオン演奏（姚兆東）

● インドネシアのダンス

● ベトナムの歌、踊り

● アンデスミュージック（ラス・アラス）

●ベリーダンス（studio do-hip）

国際交流団体の紹介

異文化交流体験をしてみよう

鳥取で活躍している国際交流・国際協力団体も

展示ブースを出します。例えば・・・

● タイム (とっとり国際交流連絡会) (活動紹介)

● 多言語国際交流サポート TIA (活動紹介)

● 鳥取日越友好協会 (ベトナムの学生との交流)

● 鳥取県行政書士会 （外国人無料相談のご案内)

● 鳥取市環日本海経済交流センター

● 鳥取県JICAデスク

● 鳥取県立図書館国際交流ライブラリー・環日本海交流室

●にほんごがくしゅうかい（ミニワークショップほか）

● United Nations（国際連合）

● 国際理解ブックセール
タイムフェスティバルはいろいろな文化を知る

素晴らしい機会です！例えば・・・

● 世界の民族衣装コーナー

● 国際理解クイズとゲーム

● 鳥取の留学生との出会い

● ドキュメンタリー映画「キリンを愛した女」上映 ご来場のみなさんへのお願い

●発熱のほか体調不良の場合、来場はご遠慮ください。

●来場時には、検温を行います。発熱（３７．５度以上）が

ある方の参加はお断りします。

●来場者には、お名前、連絡先をお尋ねします。

●必ずマスクの着用をお願いします。

●鳥取県のコロナ感染症対策ガイドラインに基づいて、

運営します。

●新型コロナウイルス感染状況によっては、当日で

あっても中止させていただく場合があります。

●当日の開催状況は、ご確認の上お越しください。

●ステージのスケジュールは開催日前にH Pに掲載し

ます

This year ’s 34 th TIME Multicultural Festival will be held LIVE at Torigin

Bunka Kaikan on November 23 rd (Wednesday). Please plan to attend!!

しゅってんしゃ しゅつえんだんたいとう つごう ないよう へんこう ばあい

出展者、出演団体等の都合により、内容は変更となる場合があります。
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● AFS日本協会 鳥取支部（留学生の自国紹介など）

● 公益財団法人鳥取県国際交流財団

おんがく だんす せかい すてき ぱふぉーまんす

たの たと

●津軽三味線（咲咲）

●日本民踊

（鳥取県民踊指導者連盟）
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