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大使館広報文化センター主要行事表  
平成 28 年 10 月 27 日 

広報文化センター 

 
4月 

日時 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） 

 毎週水曜日 10：00 講習会：小原流生花 広報文化センター 協力（小原流生花亜支部主催） 

 第 2-3月曜日 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） 

 第 3木曜日 15：00 講習会：囲碁 広報文化センター 協力（アルゼンチン囲碁協会主催） 

 4月 1日～6月 15日 日本国費留学制度（学部，専修及び研究）：応募期間 広報文化センター  

 4月 1日～6月 17日 第 10 回国際漫画賞：作品募集期間 広報文化センター  

 9日（土）14：00 Buenos Aires celebra Japón ブエノスアイレス市 ブエノスアイレス市主催 

 10日（日）18：00 ピアノコンサート：フジコ・へミング ベートーベン財団 当館主催 

 11日（月）15：00 講演会：「恐山」（カルバジャル・マルセロ） 広報文化センター 協力（生花インターナショナル主催） 

 15日（金）19：30 日本映画上映：「遠き落日」 在亜日本人会 当館、JF及び在亜日本人会共催 

 18日（月）15：00 講演会：「コケ球」（ネギシ・エウラリア） 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

 4月 21日～5月 9日 第 42 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） 

 21日（木）14：00予定 日本映画上映：「ハッピーフライト」 国際ボルヘス財団 当館、JF及び国際ボルヘス財団共催 

 26日（火）15：00 留学説明会（オジェル・ラウル） 広報文化センター 当館主催 

 30日（土）16：15 茶道レク･デモ：日本 DAY（丸岡宗陽氏） 

 

ラ・ルラール国際展示会場内 

ヴィクトリア・オカンポ・サロン 

当館、アルゼンチン書籍財団共催、 

JF助成 

5月 

5月 2日 (月) は、休館日のため閉館いたします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

日時 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） 

 毎週水曜日 10：00 講習会：小原流生花 広報文化センター 協力（小原流生花亜支部主催） 

 第 2-3月曜日 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） 

 第 3木曜日 15：00 講習会：囲碁 広報文化センター 協力（アルゼンチン囲碁協会主催） 

 6月 15日まで 日本国費留学制度（学部，専修及び研究）：応募期間 広報文化センター  

 6月 17日まで 第 10 回国際漫画賞：作品募集期間 広報文化センター  

 9日(月) 15：00 講演会：「俳句」（タピア・セシリア） 広報文化センター 協力（生花インターナショナル主催） 

 16日(月) 15：00 講演会：「松島」（カルバジャル・マルセロ） 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 
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18日(水)～20日(金) 

11：00～18：00 

秋の展示会：小原流生花 

 

ディアリオ・デル・ビアへロ 

アートスペース 

協力（小原流生花亜支部主催） 

 

19日(木)～20日(金) 秋の展示会：池坊流生花 ブエノスアイレス証券取引所ホール 後援（池坊流生花亜支部主催） 

 20日（金）19：30 日本映画上映：「瀬戸内少年野球団」 在亜日本人会 当館、JF及び在亜日本人会共催 

26日(木)13：00及び 

15：30 

日本映画上映：「ハッピーフライト」及び「ヒノキオ」 

 

国際ボルヘス財団 当館、JF及び国際ボルヘス財団共催 

28日(土) 第 13回日本留学説明会 学生寮多目的ホール（CeUAN） 参加（セントロ日系主催） 

6月 

6月 21日 (火)～7月 1日（金） は、当館事業のため閉館いたします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

日時 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） 

 毎週水曜日 10：00 講習会：小原流生花 広報文化センター 協力（小原流生花亜支部主催） 

 第 2-3月曜日 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） 

 第 3木曜日 15：00 講習会：囲碁 広報文化センター 協力（アルゼンチン囲碁協会主催） 

 3日(金)～7月 24日(日) 日本版画展：｢アイレス・デ・歌舞伎｣ 東洋美術館 東洋美術館主催 

 6日(月) 15：00 講演会：｢神風という言葉の意味論｣（アクニャ・エステ

ラ） 

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(月) 15：00 講演会：｢俳人小林一茶｣（アクニャ・エステラ） 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

 13日(月) 2016東京国際ユース(U-14)サッカー大会優勝者ボカ・ジュ

ニアーズとのスポーツ交流会 

 当館主催 

 15日(水)まで 日本国費留学制度（学部，専修及び研究）：応募期間 広報文化センター  

 17日(金)まで 第 10 回国際漫画賞：作品募集期間 広報文化センター  

 24日(金)～10月 31日

(月) 

展示会：｢ドリームカムトゥルー｣（小野 洋子） ブエノスアイレス・ラテンアメリカ・ア

ート美術館 

ブエノスアイレス・ラテンアメリカ・アート

美術館主催 

 27日(月)～29日(水) 大使館推薦国費留学生選考試験 ＣＥＭＡ私立大学 当館主催、ＣＥＭＡ私立大学協力 

 27日(月)まで 中南米日系招へいプログラム：応募期間 当館  

 30日(木) 14：00 日本映画上映：｢ふるさと｣ 国際ボルヘス財団 当館、JF及び国際ボルヘス財団共催 

 30日(木) ディスカバー・ジャパン 未定 当館主催 

7月 

7月 1日 (金) は、休館日のため閉館いたします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

日時 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） 

 毎週水曜日 10：00 講習会：小原流生花 広報文化センター 協力（小原流生花亜支部主催） 

 第 3木曜日 15：00 講習会：囲碁 広報文化センター 協力（アルゼンチン囲碁協会主催） 
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 3日(日) 2016年度第 1回（7月）日本語能力試験 日亜学院 当館、在亜日本語教育連合会及び JF共催 

 12日(火)～8月 15日

(月) 

書道展覧会：｢宝｣（浜野龍峰氏） パレ・ド・グラス（国立美術館） 協力（パレ・ド・グラス、東洋美術館及び JF

共催） 

 12日(火)及び 18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） 

 15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） 

 19日(火) 大野剛浩氏平成 28年農林水産省「日本食普及の親善大使」

任命式 

 当館主催 

 21日(木) 14：00 日本映画上映：「遥かなる山の呼び声」 国際ボルヘス財団 当館、JF及び国際ボルヘス財団共催 

 22日(金)～24日(日) 日本映画上映：｢新海誠監督特集｣ アニメフレンズ、ミゲレッテ文化センタ

ー 

当館、JF及びヤマト・アルゼンチン共催 

 27日(水) 21：00 邦楽コンサート：｢ＷＡＳＡＢＩ｣ マルガリタ・シルグ劇場 後援（ヤマト・アルゼンチン主催、JF助成） 

 28日(木) 19：00 邦楽ＷＳ：｢ＷＡＳＡＢＩ｣ ベートーヴェン財団（予定） 当館、JF、ヤマト・アルゼンチン及びベート

ーヴェン財団共催 

8月 

日時 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） 

 毎週水曜日 10：00 講習会：小原流生花 広報文化センター 協力（小原流生花亜支部主催） 

 第 2-3月曜日 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） 

 第 3木曜日 15：00 講習会：囲碁 広報文化センター 協力（アルゼンチン囲碁協会主催） 

 18日(木) 17：30 アルゼンチン元留学生・研修生の会連合発足記念日本留

学・研修説明会 

在亜沖縄県県人連合会，2階サロン アルゼンチン元留学生・研修生の会連合会主催 

 25日(木) 14：00 日本映画上映：「大阪ハムレット」 国際ボルヘス財団 当館、JF及び国際ボルヘス財団共催 

 26日(金)～28日(日) 総合日本文化紹介イベント：｢ハポン・エン・フォルモサ｣ フォルモサ州フォルモサ市 亜日文化財団及びフォルモサ市共催 

9月 

日時 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） 

 毎週水曜日 10：00 講習会：小原流生花 広報文化センター 協力（原流生花亜支部主催） 

 第 2-3月曜日 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） 

 第 3木曜日 15：00 講習会：囲碁 広報文化センター 協力（アルゼンチン囲碁協会主催） 

 毎週火曜日 18：30 日本映画上映 国会図書館文化センター 当館、JF、国会図書館文化センター及び在ア

ルゼンチン日本人会共催 

 5日(月) 15：00 レク･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） 

 7日(水)～11日(日) レク･デモ･展示会：｢生花｣（中村福宏教授） 日本庭園 後援（池坊流生花亜支部主催） 
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 9日(金)～10日(土) 日系コミュニティーによる独立揺籃の地でのアルゼンチン

へのトリビュート 

テュクマン国立大学建築学部 後援（在アルゼンチン日本人会主催） 

 16日(金) 19：30 日本映画上映：｢ヒノキオ｣ 在アルゼンチン日本人会 当館、JF及び在アルゼンチン日本人会共催 

 19日(月) 15：00 デモ：小原流生花 広報文化センター 協力（池坊流生花亜支部主催） 

 20日(火)～10月 2日 

(日) 

日本映画上映：今村昌平監督特集 

1. ｢赤い殺意｣ 

2. ｢ええじゃないか｣ 

3. ｢神々の深き欲望｣ 

4. ｢にっぽん昆虫記｣ 

5. ｢復讐するは我にあり｣ 

6. ｢豚と軍艦｣ 

7. ｢にあんちゃん｣ 

8. ｢黒い雨｣ 

サン･マルティン文化センター 当館、JF、アルゼンチン映画財団、サン･マル

ティン文化センター及びサン･マルティン劇場

共催 

 29日(木) 14：00 日本映画上映：「明日」 国際ボルヘス財団 当館、JF及び国際ボルヘス財団共催 

10月 

日時 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） 

 毎週水曜日 10：00 講習会：小原流生花 広報文化センター 協力（小原流生花亜支部主催） 

 第 3木曜日 15：00 講習会：囲碁 広報文化センター 協力（アルゼンチン囲碁協会主催） 

 1日(土) 21：00 ジャズコンサート：｢ＨＩＲＯＭＩ｣ コリセオ劇場 Cinematografico Madero 主催 

 1日(土)及び 2日(日) 第５回 Arte Cosplay Tecnopolis 後援（Photografhes Sans Frontiers 主催） 

 2日(日) 第２４回スピーチコンテスト 学生寮多目的ホール（CeUAN） 参加（在亜日本語教育連合会主催） 

11日(火)及び 17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） 

12日(水)10～12及び 

13日(木)19～21 

日本国費留学説明会：｢学部及び専修学校｣ リカルド・ロハス文化センター 当館、リカルド・ロハス文化センター及びブ

エノスアイレス大学共催 

 13日(木) 石原克巳氏外務大臣表彰授賞式 当館 当館主催 

 17日(月) 15：00 レク･デモ：｢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） 

 延期 第１回亜日シンポジウム－投資機会とビジネス文化- アルゼンチン商業会議所講演会場 当館、亜日ビジネスクラブ及びアルゼンチン

商業会議所共催 

19日(水)10～12及び 

20日(木)19～21 

日本国費留学説明会：｢研究留学及び教員研修｣ リカルド・ロハス文化センター 当館、リカルド・ロハス文化センター及びブ

エノスアイレス大学共催 

 20日(木)及び 21日(金) Expobio持続可能な開発フェア ブエノスアイレス州サン・イシドロ市 参加（Expobio Argentina Sustentable 主催） 

 21日(金) 19：30 日本映画上映：｢千利休｣ 在アルゼンチン日本人会 当館、JF及び在アルゼンチン日本人会共催 

 27日(木) 14：00 日本映画上映：「ゲゲゲの女房」 国際ボルヘス財団 当館、JF及び国際ボルヘス財団共催 

 27日(木)及び 28日(金) 第 9 回国際俳句大会 広報文化センター 後援（国際東西財団主催） 
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 28日(金)～11月 17日

(木) 

展示会：日本文化新進芸術家・研究者フェスティバル 

 

ボルヘス文化センター 当館主催 

 31日(月) マリア・コダマ女史平成 28年叙勲式  当館 当館主催 

11月 

日時 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） 

 毎週水曜日 10：00 講習会：小原流生花 広報文化センター 協力（小原流生花亜支部主催） 

 3日(木) 19：00 予定 講演会：「２１世紀の日本の通商戦略：TPP、日 EU・FTA、

ラ米南米諸国へのインパクト」(慶應大学 渡辺教授) 

未定 当館及びサルバドル大学共催 

 13日(日) 11：00 総合日本紹介展：日本マニア 日亜学院 後援・参加（日亜学院主催） 

 14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） 

 20日(日) 11：00 アルゼンチン独立 200週年記念祭り オリンピック公園 亜日財団主催 

 20日(日) 太鼓コンサート：｢生きがい｣（夢海渡太鼓） マイポ劇場 夢海渡太鼓主催 

24日(木)  

13：00及び 15：30 

日本映画上映：「湖の琴」及び｢我が愛の譜 滝廉太郎物語｣ 

 

国際ボルヘス財団 当館、JF及び国際ボルヘス財団共催 

 24日(木) 15：00 講習会：囲碁 広報文化センター 協力（アルゼンチン囲碁協会主催） 

 25日(金) 19：30 日本映画上映：｢星を追う子ども｣ 在アルゼンチン日本人会 当館、JF及び在アルゼンチン日本人会共催 

 25日(金) 15：00予定 日本国費留学説明会 ブエノスアイレス大学  

 25日(金) 予定 日本国費留学説明会 ブエノスアイレス州中央大学  

12 月 

12月 23日 (金)及び 30日（金） は、休館日のため閉館いたします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

日時 行事 会場 開催形態 

 第 2-3月曜日 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） 

 1日(木)～8日(木) U－19日本代表海外遠征  日本サッカー協会主催 

2日(金)～7日(水) 

 

日本カレンダー展（トゥクマン） 

 

トゥクマン国立大学ビルラ文化センター 

 

当館及びトゥクマン国立大学ビルラ文化セン

ター共催 

 4日(日) 2016年度第 2 回（12 月）日本語能力試験 日亜学院 当館、在亜日本語教育連合会、JF共催 

 8日(木)～11日(日) アルゼンチンコミコン セントロ・コスタ・サルゲーロ ヤマト・アルゼンチン主催 

 8日(木)～11日(日) 在亜日本人会 100周年記念野球大会 国立野球スタジアム 在亜日本人会主催 

 10日(土) 第 14回沖縄祭り うるま園 在亜沖縄県人連合会主催 

 14日(水) Shiatsu Argentina25周年記念日イベント 広報文化センター 協力（Shiatsu Argentina 主催） 

2017年 1月 

日時 行事 会場 開催形態 

 未定 日本カレンダー展 未定 当館主催 
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 未定 ラプラタ盆踊り ブエノスアイレス州ラプラタ日本人会 参加（ラプラタ日本人会） 

2017年 2月 

日時 行事 会場 開催形態 

 未定 日本語導入 未定 当館主催 

2017年 3月 

日時 行事 会場 開催形態 

 日本留学説明会   

 


