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大使館広報文化センター主要行事表  
平成 27 年 01 月 30 日 

広報文化センター 

4月    

日     程 行           事 会     場 開 催 形 態 

  4日、11日、25日 10：00 講習会：裏千家茶道 広報文化センター 協力（裏千家茶道亜支部主催） 

  5日(土) 16：00～22：00 第 4回秋の祭 在亜沖縄県人連合会大ホール及び近辺道路 協力（在亜日系団体連合会主催） 

  5日(土)、6日(日) 9：00 ＷＳ：和太鼓（鼓童：藤本吉利、藤本容子） 日本庭園 後援（真髄太鼓主催） 

  7日(月) 15：00 講演会：「マダム・バタフライ、現実或いはフィクション」

（マルセロ・カルバジャル） 

広報文化センター 協力（生花インターナショナル主催) 

  13日(日) 16：00 公演：和太鼓（鼓童：藤本吉利、藤本容子） パセオ・ラ・プラサ、パブロ・ネルダサロン 後援（真髄太鼓主催） 

  21日(月) 10：00 講習会：池坊流生花 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

  21日(月) 15：00 講演会：｢宮島神社｣（マルセロ・カルバジャル） 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

  24日(木) 20：30 ピアノコンサート：｢ピエール・ブーレーズ作品｣ 

（木川貴史） 

コロン劇場研究センター コロン劇場研究センター主催 

  24日(木)～5月 12日(月) 第 40回ブエノスアイレス国際図書展 ラ･ルラール国際展示会場 参加（アルゼンチン書籍財団主催） 

  25日(金)～27日(日) 総合日本文化紹介展：メンドーサ日本文化週間 メンドーサ市ラナーベ文化センター 後援（メンドーサ市文化局及び日亜文

化財団共催） 

  30日(水) 13:00 ピアノコンサート：｢Duo Yamamoto｣（山本悠加・山本彩加） グランレックス劇場 協力（モーツァルト財団主催） 

5月    

日     程 行           事 会     場 開 催 形 態 

  2日(金) 16：30～18：00 公演：第 19回国際物語大会（火置義衝） ラ・ルラール国際展示会場内 

ロベルト・アルト・サロン 

協力（アルゼンチン物語財団主催） 

  2日(金) 18：30～20：00 講演会：日本 DAY「日本現代詩と言葉の韻律・音楽性」 

（小池昌代） 

ラ・ルラール国際展示会場内 

ロベルト・アルト・サロン 

当館、アルゼンチン書籍財団共催、 

ＪＦ助成 

  2日(金)～5日(月) ボカジュニアーズ 2014東京国際 U14サッカー大会遠征 東京都駒沢オリンピック公園 協力（東京都主催） 

  4日(日) 14：00～16：00 公演：第 19回国際物語大会（火置義衝） ラ・ルラール国際展示会場内 

ホセ・エルナンデス・サロン 

協力（アルゼンチン書籍財団主催） 

  4日(日) 19：30 朗読会：第 9回国際詩フェスティバル（小池昌代） ラ・ルラール国際展示会場内サロン、ブエノ

スアイレス市内カフェー等 

協力（国際詩フェスティバル委員会主

催） 

  7日(水)、8日(木)、9日(金) ピアノコンサート：クラシック音楽 

（内田光子・バイエルン交響楽団） 

コロン劇場 モーツァルト財団主催 

  8日(木) 21：00 コンサート：現代音楽（Cibo Matto） Vorterix劇場 協力（Vorterixプロダクション主催） 

  9日(金) 15：00 講演･デモ：書道（浜野龍峰） 広報文化センター 当館、JICA及び教連共催 
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  9日、16日、23日、30日 

  10：00 

講習会：裏千家茶道 広報文化センター 協力（裏千家茶道亜支部主催） 

  12日(月) 15：00 講演会：｢バラ｣（エステル・ガラボト） 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

  12日(月) 15：00 講演会：｢日本ファンタジー文学の源｣（牧野高義） 国立図書館 協力（国立図書館主催） 

  15日(木) 17：00 展示会：秋の生花展 Bolsa de Comercio 協力（池坊流生花亜支部主催） 

  17日(土) 15：00 日本留学説明会 セントロ日系アルヘンティーノ 後援（セントロ日系主催） 

  19日(月) 10：00 講習会：池坊流生花 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

  20日(火)～7月 1日(火) 展示会：「並列された光と色彩」（豊田 豊） Buenos Aires Fine Arts ギャラリー 協力（Bs As Fine Arts ギャラリー主

催） 

6月    

日     程 行           事 会     場 開 催 形 態 

  2日(月) 15：00 講演会：「ビオイ・カサーレスと日本」（ステーラ・マリス・

アクーニャ） 

広報文化センター 協力（生花インターナショナル主催) 

  2日(月) 16：15 レク・デモ：小原流生花 広報文化センター  協力（生花インターナショナル主催) 

  6日(金) 20：00 

  8日(日) 20：00 

FIVBワールドリーグ 2014 

（全日本男子バレーボールチーム参加） 

日本対アルゼンチン 

ブエノスアイレス州、ロマス・デ・サモラ

市、Eva Perón市立公園 

協力（FIVB主催） 

  6日、13日、27日 10：00 講習会：裏千家茶道 広報文化センター 協力（裏千家茶道亜支部主催） 

  10日(火) 19：30 ギターコンサート：｢イベロアメリカーナ｣（大竹史朗） UCEMA 講堂 当館、UCEMA大学共催、ＪＦ助成 

  16日(月) 10：00 講習会：池坊流生花 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

  16日(月) 15：00 講演会：｢池坊流生花京都本部｣（フェリサ坂田） 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

  17日(火) 15：30 公演：｢笑いは世界の共通語｣（笑福亭鶴笑） 日亜学院 当館、在亜日系団体連合会、日亜学院

共催 

  18日(水) 19：00 公演：｢笑いは世界の共通語｣（笑福亭鶴笑） 在亜沖縄県人連合会 当館、在亜日系団体連合会、在亜沖縄

県人連合会共催 

  26日(木) 15：00 映画上映会：「息子」（山田洋次監督） ボルヘス国際財団 当館、ボルヘス国際財団共催 

7月 

日     程 行           事 会     場 開 催 形 態 

  毎週金曜日 10：00 講習会：裏千家茶道 広報文化センター 協力（裏千家茶道亜支部主催） 

  18日(金)～20日(日) 2014年アルゼンチンアニメフレンド ミゲレテ展示会場センター ヤマトアルゼンチンプロダクション主

催 

  24日(木) 15：00 日本映画上映：「つぐみ」 ボルヘス国際財団 当館、ＪＦ、ボルヘス国際財団共催 
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8月    

日     程 行           事 会     場 開 催 形 態 

  毎週金曜日 10：00 講習会：裏千家茶道 広報文化センター 協力（裏千家茶道亜支部主催） 

  4日(月) 15：00 講演会：｢磁器と日本陶芸｣（スサーナ・エスペロー二） 広報文化センター 協力（生花インターナショナル主催) 

  4日、11日、25日 19：00 日本映画上映：「春との旅」「カルテット」「歩いても歩いて

も」 

UCEMA講堂 当館、ＪＦ、UCEMA共催 

  5日(火) 9：30～18：30 第１回日本文化交流・国際討論会 ラプラタ大学国際関係学院 後援（ラプラタ大学国際関係学院主

催） 

  6日(水) 19：00(日本時間) サッカーチャンピオンシップ 2014 CHIBA 

柏レイソル対ラヌス 

千葉県柏市日立柏サッカー場 協力（JFA、CONMEBOL、Jリーグ共催） 

  6日(水) 17：30 ブエノスアイレスにおける日本文学 

-紙芝居（アルゼンチン紙芝居協会） 

-源氏物語とスペイン語（エスティレルマン・アリエル） 

ブエノスアイレス大学民族博物館 後援（ラプラタ大学国際関係学院主

催） 

  8日(金) 15：00 レク・デモ・ＷＳ：｢指圧｣ 広報文化センター 協力（Shiatsu Argentina 主催） 

  13日(水)～26日(火) 

 

ブエノスアイレス国際タンゴフェスティバル 

（日本人多数出演） 

ブエノスアイレス市内各所 ブエノスアイレス市主催 

  16日(土)～17日(日) 展示会：生花インターナショナル 日本庭園 協力（生花インターナショナル） 

  18日(月) 

 

ジャズコンサート（上原ひろみ） 

 

コリセオ劇場 協力（Cinematografica Maderoプロダ

クション主催） 

  19日(火)～30日(土) 

 

大連句会 

（井尻香代子京都産業大学教授、近藤正成蹊大学教授） 

ブエノスアイレス市、アエド市、ラプラタ

市、ツクマン市 

当館、東西学院共催 

  25日(月) 15：00 講演会：｢サボテン・多肉植物｣（ノエミ・ベイエル） 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

  28日(木) 15：00 日本映画上映：｢Always三丁目の夕日´64｣ ボルヘス国際財団 当館、ＪＦ、ボルヘス国際財団共催 

9月    

日     程 行           事 会     場 開 催 形 態 

  毎週金曜日 10：00 講習会：裏千家茶道 広報文化センター 協力（裏千家茶道亜支部主催） 

  1日(月) 15：00 生花デモンストレーション及びドキュメンタリー上映 

（池坊流生花） 

広報文化センター 協力（生花インターナショナル主催) 

  8日(月) 15：00 講演会：｢苗床植物の盆栽化｣(アレハンドロ・サントリ） 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

  8日(月)～19日(金) レク・デモ・ＷＳ：日本文化紹介 国会図書館文化センター 当館、在亜日本人会及び国会図書館文

化センター共催 

  15日(月) 10：00 講習会：池坊流生花 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

  18日(木) 18：30 日本文化新進芸術家・研究者フェスティバル 

講演会：｢和太鼓｣（ガストン・サン・クリストーバル） 

広報文化センター 当館主催 



 

4 

 

4 

  25日(木)～28日(日) 

  9：00～18：00 

第二回南米弓道セミナー（ブキャナン祥子氏及び加藤富夫氏） 連邦警察射撃場 協力（アルゼンチン弓道協会） 

  25日(木) 15：00 日本映画上映：｢ブレイブ・ストリー｣ ボルヘス国際財団 当館、ＪＦ、ボルヘス国際財団共催 

10月    

日     程 行           事 会     場 開 催 形 態 

  毎週金曜日 10：00 講習会：裏千家茶道 広報文化センター 協力（裏千家茶道亜支部主催） 

  5日(日) 第 22回日本語弁論・作文コンクール 学生寮多目的ホール（CeUAN） 後援（在亜日本語教育連合会主催） 

  6日(月) 15：00 デモ：草月流生花 広報文化センター 協力（生花インターナショナル主催) 

  11日(土) 19：00 記念行事：アルゼンチン剣道誕生 45周年 ブエノスアイレス日本人協会 アルゼンチン剣道連合会主催 

  12日(日) 11：00 総合日本紹介展：日本文化祭 アエド市、ラスパンティ学園 後援（ラスパンティ学園主催） 

  16日(木)～11月 2日(日) 日本文化新進芸術家・研究者フェスティバル 

展示会：①沖縄伝統工芸・｢シーサー｣（マルセロ・ニイカ

ド）、②ファッションフォトプロダクション・｢はな｣（シン・

パラシオ）、③絵画・｢侍｣（フランシスコ・ボベル） 

ボルヘス文化センター 当館主催 

  20日(月) 10：00 講習会：池坊流生花 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

  20日(月) 15：30 日本文化新進芸術家・研究者フェスティバル 

講演会：｢日系料理：日本の味を守り続ける｣ 

（パブロ・ノハラ） 

広報文化センター 当館主催 

  23日(木)～25日(土) 講演会：第 8回国際俳句会合 広報文化センター及びＵＭＳＡ大学 後援（東西学院主催） 

 

 
  26日(日) 16：00～17：10 

  27日(月) 10：50～12：10 

      19：00～20：10 

  28日(火) 11：00～12：10 

      19：30～20：40 

公演：語り部文化（日本とスペイン）への誘い（火置義衝） 

①一般対象 

②小学生対象 

③高齢者対象 

④小学生対象 

⑤一般対象 

 

 
①フロレンシオバレーラ日本人会会館 

②日亜学院 

③在亜日本人会 

④エスクエラ・ハポン 

⑤ＣＥＭＡ大学 

当館、ＪＦ共催 

  27日(月) 15：00 ビデオ上映会：「日本ドキュメンタリー」 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

  30日(木) 15：00 日本映画上映：｢それから｣ ボルヘス国際財団 当館、ＪＦ、ボルヘス国際財団共催 

11月    

日     程 行           事 会     場 開 催 形 態 

  毎週金曜日 10：00 講習会：裏千家茶道 広報文化センター 協力（裏千家茶道亜支部主催） 

  6日(木) 15：00 日本映画上映：｢宇宙の法則｣ ボルヘス国際財団 当館、ＪＦ、ボルヘス国際財団共催 

  7日(金)、8日(土) 講習会：松涛館流空手道（矢口豊師範） 第 2号館体育専門学院 ＩＳＫＦ主催 

  11日(火)、20：00 展示会：｢ポップカルチャー｣（ソセン及び浜田みな） マティエンソ文化センター 協力（マティエンソ文化センター主

催） 
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  12日(水)、13日(木) 第一回アルゼンチン国際建築ビエナーレ（妹島和世氏来訪） コルドバ市 ＡＲＱＡ建築事務所及びコルドバ建築

協会主催 

  13日(木) 15：00 日本映画上映：｢禅-ＺＥＮ-｣ ボルヘス国際財団 当館、ＪＦ、ボルヘス国際財団共催 

  14日(金) 19：00 講演会（妹島和世氏） グラン・レックス劇場 アルゼンチン国際建築ビエナーレ事務

局主催 

  16日(日) 11：00 総合日本紹介展：日本マニア 日亜学院 当館、日亜学院共催 

  17日(月) 10：00 講習会：池坊流生花 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

  21日(金) 19：00 講演会：｢安部公房作品集｣（寺尾隆吉フェリス女子准教授） 国立図書館 当館主催 

  25日(火) 20：00 タンゴコンサート：（オルケストラ・アウロラ） バンフィルド市フリアン・アギレ音楽院 協力 

  25日(火)～27日(木) 講習会：松涛館流空手道（村上学師範） 

 

マル・デル・プラータ市及びフロレンシオ・

バレーラ市 

ＳＫＩＦ主催 

  26日(水) タンゴコンサート：（オルケストラ・アウロラ） トルクァート・タッソ文化センター 協力 

  29日(土)～12月 7日(日) 女子ホッケー「アルゼンチン･チャンピオン大会」 

予選（29 日 VS ニュージーランド、30 日 VS 中国、2 日 VS

オランダ）、順位決定戦（4 日、6 日、7 日） 

メンドーサ州、メンドーサスタジアム アルゼンチンホッケー連盟主催 

  30日(日) 15：00 コンサート：｢夢海渡太鼓 20周年記念｣ マイポ（ＭＡＩＰＯ）劇場 後援（夢海渡太鼓主催） 

12月 

日     程 行           事 会     場 開 催 形 態 

  6日(土) 17：00 第 12回沖縄祭 うるま園 協力（在亜沖縄県人連合会主催） 

  7日(日) 2014年度日本語能力試験 

 

ベルグラーノ大学 当館、在亜日本語教育連合会、ＪＦ共

催 

  10日(水)～1月 10日(土) 

（24日、25日、31日及び１月１日

は休業） 

展示会：｢3.11東日本大震災の直後、建築家はどう対応した

か｣ 

日本庭園 当館、ＪＦ共催 

  12日、19日（金）10：00 講習会：裏千家茶道 広報文化センター 協力（裏千家茶道亜支部主催） 

  12日(金) 14：30 第 8回国際俳句大会：俳句コンクール表彰式 広報文化センター 後援（東西学院主催） 

  12日(金) 20：00～21:30 コンサート：日本音楽の夕べ 大使公邸 当館、カマラ・デ・ムシカ共催 

  15日(月) 10：00 講習会：池坊流生花（ロディニョ・ネリダ） 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

  19日(金) 15：00 レク・デモ・ＷＳ：｢指圧｣ 広報文化センター 協力（Shiatsu Argentina 主催） 
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2015年１月 

  5日(月)～20日（火） 

 

展示会：「富士山ｘラニン山：火山二座、同じ道」 

（マルテュラーノ・フアンパブロ） 

ネウケン州サンマルティンデロスアンデス市

立展示ホール 

後援（サンマルティンデロスアンデス

市主催） 

  5日(月)～3月 5日(木) 展示会：第 8回漫画コンクール優秀作品 広報文化センター 当館、日本留学生会共催 

  15日(木)～4月 3日(金) 展示会：日本カレンダー展（ビジャ ヘーセル） ピパチ文化センター、ビジャ ヘーセル 
当館、ボルヘス国際財団、ビジャ ヘ

ーセル市文化庁共催 

  16日(金)～2月 15日(日) 展示会：日本カレンダー展（イグアス） イグアス国立公園 当館、イグアス国立公園共催 

  23・24日 ビーチサッカー国際親善試合：日本 Vsアルゼンチン代表戦 
アルゼンチン代表チーム練習場（エセイサ） 

（関係者のみ）  

アルゼンチンサッカー協会（AFA）主

催 

2 月 

  7日(土)～14日(土) 展示会：日本カレンダー展（ビジャ メルセーデス） ビジャ メルセーデス市文化センター 当館、サンルイス日本人会共催 

  18日(水)～20日(金) 15：00 ＷＳ：子供向け日本文化紹介 広報文化センター 当館主催 

  23日(月)～3月 23日(金) 新規留学生オリエンテーション（週 2 回） 広報文化センター 当館、帰国留学生会共催 

  27日(木) 15：30 ＷＳ：日本語入門 広報文化センター 当館主催 

3 月 

  4日(水) 15：00 レク・デモ・ＷＳ：｢指圧｣ 広報文化センター 協力（Shiatsu Argentina 主催） 

  5日(木) 18：00 懇談会：帰国留学生会総会 広報文化センター 当館、帰国留学生会共催 

  10日(火)～26日(木) 日本映画上映：「鈴木清順監督特集」 

悪魔の街、８時間の恐怖、暗黒街の美女、青い乳房、暗黒の

旅券、素ッ裸の年令、「十三号待避線」より その護送車を

狙え、すべてが狂ってる、海峡、血に染めて、野獣の青春、

関東無宿、刺青一代、東京流れ者、殺しの烙印、ピストルオ

ペラ 

ブエノスアイレス市立サン・マルティン劇

場、レオポルド・ルゴーネスサロン 

当館、ＪＦ、アルゼンチン映画財団、

サンマルティン劇場共催 

  予定：15日(日) ～ 展示会：日本カレンダー展（ロサリオ） ロサリオ文化センター 当館、ロサリオ市国際関係局共催 

 


