
 
 

日本チリ外交関係樹立１２０周年記念事業一覧 

２０１７年１２月１３日現在 

 

 

日程 行事 会場 開催形態 

１月 

９日（月）～１３

日（金） 

ラ・セレナ大学日本祭（第１０

回日智友好週間） 

ラ・セレナ大学 大使館協力（ラ・セレナ

大学主催） 

１２日（木） 国会未来会議 天野名古屋大学

教授講演会 

チリ旧国会 大使館協力（チリ国会主

催） 

１５日（金） 国会未来会議 岩谷東京工芸大

学教授講演会 

チリ旧国会 大使館協力（チリ国会主

催） 

１０日（火）～２

７日（金） 

日本文化教室 カフェ・リテラリオ・バルマセダ 大使館協力（日智文化協

会主催） 

１７日（火）～２

月８日（水） 

調査船「みらい」寄港 バルパライソ等 大使館協力（海洋研究開

発機構主催） 

２月 

４日（土）～５日

（日） 

第２４回アニメ・エクスポ エスタシオン・マポーチョ アニメ・エクスポ主催 

１２日（日） ピースボート・チリ訪問歓迎行

事 

バルパライソ 大使館協力（バルパライ

ソ日系人協会） 

２１日（月） 小講演会「日系人としての誇

り：日本で学んだこと」 （ホ

セ・スズキ氏） 

日智文化会館 
 
 
 

大使館共催（中央日本人

会） 



 
 

３月 

６日（月）～１０

日（金） 

生け花展（草月流） カラビネロス文化センター 大使館協力（草月流，カ

ラビネロス文化センター

共催） 

９日（木） 日本舞踊講演会・デモ（花柳美

輝風） 

カトリカ大学・オリエンテ・キャン

パス 

大使館共催（カトリカ大

学） 

１０日（金） 日本舞踊公演（花柳美輝風） ガブリエラ・ミストラル文化センタ

ー 

大使館共催（ガブリエ

ラ・ミストラル文化セン

ター） 

１６日（木） 日本人アーティストによる JAZZ

コンサート及び日本文化紹介事

業 

サン・フェルナンド文化センター 大使館協力（サンティア

ゴ市サン・フェルナンド

区主催） 

１８日（土）～１

９日（日） 

柔道トーナメント Open JUDO  国立スタジアム 大使館協力（チリ柔道連

盟） 

２１日（火） マルク・ベルナベ氏マンガ・ア

ニメ講演会 

フェデリコ・サンタ・マリア大学バ

ルパライソ校・第５州 

大使館共催（国際交流基

金・バルパライソ日系人

協会・フェデリコ・サン

タ・マリア大学） 

２２日（水） マルク・ベルナベ氏マンガ・ア

ニメ講演会 

サンティアゴ大学 大使館共催（国際交流基

金・サンティアゴ大学） 

２２日（水） マルク・ベルナベ氏マンガ・ア

ニメ講演会 

ガブリエラ・ミストラル文化センタ

ー 

大使館共催（国際交流基

金・ガブリエラ・ミスト

ラル文化センター） 

２３日（木） オオノ・タケヒロ氏日本食講演

会 

大使館多目的ホール 大使館共催（中央日本人

会） 

２４日（金） 日本紹介事業「和太鼓と四季」 カラビネロス劇場 
 
 

大使館共催（中央日本人

会） 



 
 

４月 

１日（土） アニメイベント「Asian Town」 セントラル大学ラ・システルナ・キ

ャンパス 

大使館協力（Asian 

Town） 

１日（土） アニメイベント「Ｉ Torii 

Festival」 

自治大学テムコ・キャンパス 大使館協力（Ｉ Torii 
Festival) 

５日（水） 漆講演会（テレサ・カネパ氏） カトリカ大学・オリエンテ・キャン

パス 

大使館共催（カトリカ大

学） 

１７日（月） 海老彰子氏ピアノコンサート  サンティアゴ市立劇場 大使館協力 （サンティ

アゴ市立劇場主催） 

２１日（金）～２

８日（金） 

生け花展（山月流） プロビデンシア区文化センター 大使館協力（山月流） 

２２日（土） 海老彰子氏ピアノコンサート サンティアゴ市立劇場 大使館協力（日智文化協

会主催） 

２２日（土） 折り紙と紙芝居ワークショップ カフェ・リテラリオ・バルマセダ 大使館協力（日智文化協

会主催） 

２４日（月）～２

５日（火） 

ＪＩＣＡ「チリサケ産業の発

展」書籍発刊記念セミナー 

チリ大学 大使館共催（ＪＩＣＡ） 

２７日（木） ＪＩＣＡ帰国研修生講演会（農

村発展モデル，シルビア・レジ

ェス氏） 

首都工科 大学（UTEM） 大使館協力（ＪＩＣＡ帰

国研修生の会主催 ） 

５月 

２日（火）～６月

２２日（木） 

ヌエバ・インリアル２０１７年

企画 

Intercultural Nueva Imperial 病院，

ラ・アラウカニア州（第９ 州） 

大使館協力（チリ内視鏡

学会，チリ消化器学会主

催） 

４日（木） ＪＩＣＡ帰国研修生講演会（防

災，ヨセリン・プライス氏） 

首都工科大学（UTEM） 大使館協力（ＪＩＣＡ帰

国研修生の会主催） 



 
 

４日（木）～６日

（土） 

生け花展（草月流，バルディビ

ア市グループ） 

アウストラル文化センター 大使館協力（草月流，バ

ルディビア市グループ主

催） 

９日（火） 合気道デモストレーション カトリカ大学オリエンテ・キャンパ

ス 

大使館協力（Club de 

Aikido UC 主催） 

９日（火）～１４

日（日） 

アニメイベント Chilemonos ガブリエラ・ミストラル文化センタ

ー 

大使館協力（Chilemonos

主催） 

１１日（木） ＪＩＣＡ帰国研修生講演会（防

災，ホルへ・ゴリゴイティア

氏） 

首都工科大学（UTEM） 大使館協力（ＪＩＣＡ帰

国研修生の会主催） 

１４日（日） 鰐淵恵美氏狂言 X Voice detox ワ

ークショップ 

サンティアゴ日本人学校 大使館協力（バルパライ

ソ日系人協会・サンティ

アゴ日本人学校） 

１８日（木） 合気道デモストレーション カトリカ大学サン・ホアキン・キャ

ンパス 

大使館協力（Club de 

Aikido UC 主催） 

１８日（木） ＪＩＣＡ帰国研修生講演会（絆

プロジェクト，マリオ・プリオ

レ氏） 

首都工科大学（UTEM） 大使館協力（ＪＩＣＡ帰

国研修生の会主催） 

２２日（月） 盆栽講演会 （ルイス・バジェ

ホ氏） 

バルパライソ，フェデリコ・サン

タ・マリア大学 

大使館共催（国際交流基

金・バルパライソ日系人

協会） 

２３日（火） 盆栽講演会 （ルイス・バジェ

ホ氏） 

ラス・コンデス区文化センター 大使館共催（国際交流基

金・ラス・コンデス区文

化センター） 

２３日（火）～２

７日（土） 
 

柔術セミナー・デモストレーシ

ョン 

カレカ・ピント体育館（リナレス

市） 

大使館協力（Club 

deportivo Kushinkai） 

２６日（金）～２

８日（日） 
 

アニメイベント コミック・コ

ン 

エルパシオ・リエスコ 大使館協力（コミック・

コン） 



 
 

６月 

１日（木） 合気道デモストレーション カトリカ大学，中央キャンパス 大使館協力（Club de 

Aikido UC 主催） 

７日（水），１４

日（水），２１日

（水），２８日

（水） 

日本文化に関するセミナー べジャビスタ文化センター 大使館協力（CEIJA 日本語

学校・べジャビスタ文化

センター主催） 

７日（水），１４

日（水），２１日

（水），２８日

（水） 

日本映画上映会 ラ・レイナ区ネメシオ・アントゥネ

ス文化センター 

大使館共催（国際交流基

金・ラ・レイナ区ネメシ

オ・アントゥネス文化セ

ンター） 

１６日（金） 紙芝居のパーフォマンス「ウサ

ギの話」 

サンティアゴ図書館 大使館協力（アニメ・エ

クスポ） 

１６日（金） 講演会：「日本文化に関するス

ポーツ団体」 

合気会チリ 大使館協力（合気会チリ

（FEDENACHAA）） 

１７日（土）～１

８日（日） 

第２５回アニメ・エクスポ エスタシオン・マポーチョ 大使館協力（アニメ・エ

クスポ） 

２０日（火） ケイコ・ボルへソン氏ジャズコ

ンサート  

ラス・コンデス区文化センター 大使館協力（ラス・コン

デス区文化センター） 

２２日（木）～１

０月２２日（日） 

オノ・ヨーコ展 CorpArtes 大使館協力（CorpArtes） 

２３日（金） 藝大フィルハーモニック管弦楽

団公演 

大統領府文化センター 大使館共催（大統領府・

日智商工会議所・東大

他） 

２３日（金） 書道展（ロナルド・ナカソネ

氏） 

現代美術館 大使館協力（現代美術

館・カトリカ大学） 



 
 

２４日（土） 藝大フィルハーモニック管弦楽

団公演 

サンティアゴ市立劇場 大使館共催（日智商工会

議所・東大・サンティア

ゴ市立劇場） 

２５日（日） 藝大フィルハーモニック管弦楽

団公演 

サンティアゴ市立劇場 大使館共催（日智商工会

議所・東大・サンティア

ゴ市立劇場） 

２７日（火） 藝大フィルハーモニック管弦楽

団公演 

チリ大学劇場 大使館共催（日智商工会

議所・東大・チリ大学） 

２７日（火） 梶田隆章教授講演会 MIM，外務省 大使館協力（東大・外務

省・チリ大学・MIM） 

３０日（金） ロナルド・ナカソネ氏座談会 現代美術館 大使館協力（現代美術

館・カトリカ大学） 

７月 

３日（月），１０

日（月），１７日

（月），２４日

（月），３１日

（月） 

日本文化・美学のワークショッ

プ 

GAM 図書館 大使館主催（日チリ文化

協会主催） 

４日（火）～５日

（水） 

ロナルド・ナカソネ氏ワークシ

ョップ 

カトリカ大学オリエンテ・キャンパ

ス 

（南米アジア・アフリカ

研究協会（ALADAA）・カ

トリカ大学・現代美術館

共催） 

６日（木） 和紙展開会式（佐々木邦子氏） モア・インターナショナル （南米アジア・アフリカ

研究協会（ALADAA）・モ

ア インターナショナ

ル・カトリカ大学共催） 

７日（金） 体得セミナー 現代美術館 （南米アジア・アフリカ

研究協会（ALADAA）・カ



 
 

トリカ大学美的研究所・

現代美術館共催） 

１０日（月） 和紙展開会式（佐々木邦子氏） カトリカ大学オリエンテ・キャンパ

ス 

（南米アジア・アフリカ

研究協会（ALADAA）・モ

ア インターナショナ

ル・カトリカ大学美的研

究所共催） 

１０日（月）～１

２日（水） 

佐々木邦子氏和紙ワークショッ

プ 

モア・インターナショナル （南米アジア・アフリカ

研究協会（ALADAA）・モ

ア インターナショナ

ル・カトリカ大学美的研

究所共催） 

１４日（木）～８

月４日（金） 

日本切手展（エトナ・グスマン

氏のコレクション） 

GAM 図書館 大使館協力（日チリ文化

協会主催） 

２６日（水） 日本文化に関するセミナー CEIJA 大使館協力（CEIJA 主催） 

８月 

２日（水） 郵便学に関する座談会（エト

ナ・グスマン氏） 

GAM 図書館 大使館協力（日チリ文化

協会） 

４日（金） 東京大学イノベーション推進部

長各務教授講演会 

フェデリコ・サンタ・マリア大学バ

ルパライソキャンパス・第５州 

大使館協力（フェデリ

コ・サンタ・マリア大

学） 

４日（金） チリにおける「グリーン・レガ

シー・ヒロシマ・イニシアティ

ブ」プロジェクト 

セリージョス文化センター 大使館協力（Fundación 

Mar Adentro・UACH 大学

植物園・セリージョス文

化センター・チリ文化

庁） 



 
 

５日（土）～２１

日（月） 

MOA 美術館全国児童作品展 大統領府文化センター 大使館協力（モア・イン

ターナショナル，カトリ

カ大学） 

８日（火）～３１

日（木） 
 

墨絵展（ロベルト・はやし氏） GAM 図書館 大使館協力（日智文化協

会） 

９日（水） 生け花に関する座談会 GAM 図書館 大使館協力（日智文化協

会） 

１２日（土） アジア・ポップ・フェスティバ

ル 

ラ・フロリダ区文化センター 大使館協力（ラ・フロリ

ダ区文化センター） 

１２日（土） 海上自衛隊練習艦隊コンサート カラビネロス劇場 大使館共催（カラビネロ

ス劇場） 

１３日（日） 海上自衛隊練習艦隊歓迎イベン

ト 

バルパライソ文化公園・第５州 大使館共催（バルパライ

ソ日系人協会） 

１６日（水） 茶道デモストレーション GAM 図書館 大使館協力（日智文化協

会） 

１８日（金）～１

９日（土） 
 

チリ２０１７年 Fukushima 
GameJam 

SEK 大学 大使館協力（Ser Juegos 

EIRL 会社主催） 

２３日（水） 小倉百人一首の西訳（マルセ

ラ・チャンディア）の出版記念

式典 

カフェ・リテラリオ・ブスタマンテ 大使館協力（Cuarto 

Propio 出版社） 

２３日（水） クリスティアン・アルべアル氏

による日本音楽のギターコンサ

ート 

GAM 図書館 大使館協力（日智文化協

会） 

２３日（水）～１

１月１５日（水） 
 
 
 

日本語・日本文化授業 フィニス・テラエ大学 大使館協力（CEIJA・フィ

ニス・テラエ大学） 



 
 

９月 

１日（金）～２８

日（木） 

墨絵展，墨絵ワークショップ，

俳句・日本文化に関するレクチ

ャー等 

国立公文書館 大使館協力（日チリ文化

協会） 

４日（月） 「Versailles」ロックバンドのコン

サート 

テレトン劇場 Chargola Producciones 会

社主催 

４日（月）～（１

０月７日（土）） 

国際交流基金巡回展「武道の精

神」 

フィニス・テラエ大学 大使館共催（国際交流基

金・フィニス・テラエ大

学） 

８日（金） 一茶会 – ビジネスと文化の集い インターコンチネンタルホテル （南米コネクト主催） 

１１日（月） 大阪／関西 PR セミナー インターコンチネンタルホテル 大使館協力（大阪商工会

議所） 

２４日（日） 花見 ビニャ・デル・マール植物園・第５

州 

大使館協力（バルパライ

ソ日系協会） 

２５日（月） 生け花デモンストレーション・

カクテル 

国立図書館 大使館共催（日智文化協

会・ＪＩＣＡ帰国研修生

の会（ABEJA）） 

２５日（月）～１

０月２５日（水） 

日智友好月間 国立図書館 大使館共催（日智文化協

会・ＪＩＣＡ帰国研修生

の会） 

２７日（水）～１

１月３日（金） 

カサ・ツネカワ日系人写真展 国立図書館 大使館共催（国立図書

館・日智商工会議所） 

２８日（木）～２

９日（日） 
 
 
 

京都のランプ展（建築家ミツ

エ・キド） 

ラス・コンデス区文化センター 大使館協力（ラス・コン

デス区文化センター） 



 
 

１０月 

５日（木）～１１

月５日（日） 

メディアアート・ビエンナーレ 国立美術館他 大使館協力（文化庁他） 

５日（木）～２７

日（金） 

書道・着物展 ラ・レイナ区ネメシオ・アントゥネ

ス文化センター 

大使館協力（文化庁他） 

１１日（水） 川由起子教授経済講演会 SOFOFA 大ホール 大使館協力（チリ三井物

産・Fundación Chilena del 

Pacífico） 

１１日（水） 川由起子教授経済講演会 国連ラテンアメリカ・カリブ経済委

員会（CEPAL） 

大使館協力（CEPAL） 

１１日（水） 「戦後日本・琉球諸島から南米

への移住」座談会 

カトリカ大学サン・ホアキン・キャ

ンパス 

大使館協力（カトリカ大

学） 

１４日（土） 弟３６回日本語弁論大会（日智

文化協会） 

ディエゴ・ポルタレス大学図書館 大使館協力（日智文化協

会） 

１８日（水）～１

９日（木） 

スマートシティーセミナー（横

浜市大学井村教授講演会） 

サンティアゴ大学 大使館協力（サンティア

ゴ大学・国際交流基金） 

１８日（水）～１

９日（木） 

合気道セミナー 合気道ヒカリ道場 （合気道ヒカリ道場主

催） 

１８日（水）～３

０日（月） 

墨絵展・ワークショップ プロビデンシア区文化センター 大使館協力（CEIJA・プロ

ビデンシア区文化センタ

ー） 

１９日（木）～２

６日（木） 

ＪＩＣＡ帰国研修生の会

（ABEJA）展 

国立公文書館 大使館協力（ＪＩＣＡ帰

国研修生の会

（ABEJA）） 

３１日（火） 太鼓グループ「二皷一」公演 ガブリエラ・ミストラル文化センタ

ー 

大使館共催（国際交流基

金・ガブリエラ・ミスト

ラル文化センター） 



 
 

３１日（火） 福間洸太朗氏ピアノコンサート セファラディー・シナゴーグ 大使館共催（セファラデ

ィー・シナゴーグ） 

１１月 

２日（木）～３日

（金） 

武道セミナー エスパシオ・チェコスロバキア （日智文化協会主催） 

３日（金） 福間洸太朗氏ピアノコンサート テムコ市劇場・第９州 大使館共催（テムコ市劇

場・第９州） 

４日（土） 福間洸太朗氏ピアノコンサート ガブリエラ・ミストラル文化センタ

ー 

大使館共催（ガブリエ

ラ・ミストラル文化セン

ター） 

４日（土）～１０

日（金） 

コンセプシオン大学第４回日本

文化週間 

コンセプシオン大学・第８州 大使館協力（コンセプシ

オン日本文化クラブ） 

５日（日）～１２

月３１日（日） 

（毎週日曜日１

２：００～１３：

００） 

「もしもし」ラジオ放送 *www.hobbyfm.cl 
*https://www.youtube.com/channel/UC
e96-Hsl0m6ZXiUX_y2tH5A 

大使館共催（もしもしラ

ジオ放送） 

９日（木） 日本文化イベント サン・ミゲル区文化センター （こもれびグループ主

催） 

１０日（金） FIMI フェスティバル（文化庁文

化交流使・大友良英氏） 

エスパシオ・テグアルダ 大使館協力（文化庁・

FIMI フェスティバル） 

１１日（土） 全国日本語弁論大会 サンティアゴ大学エンリケ・フロメ

ルホール 

大使館共催（日智商工会

議所・サンティアゴ大

学・中央日本人会・日智

文化協会・CEIJA・UACH

大学他） 



 
 

１１日（土）～１

２日（日） 

コンセプシオン大学日本祭 コンセプシオン・エクアドル公園・

第８州 

大使館協力（コンセプシ

オン多文化協会・コンセ

プシオン市） 

１５日（水） 舞踊集団・菊の会公演 ニュニョア区文化センター 大使館協力（文化庁・ニ

ュニョア区文化センタ

ー） 

１５日（水）～１

６日（木） 

サンティアゴ大学日本祭 サンティアゴ大学 大使館協力（サンティア

ゴ大学） 

１７日（金） 日本映画セミナー カトリカ大学サン・ホアキン・キャ

ンパス 

大使館協力（カトリカ大

学） 

１８日（土） 舞踊集団・菊の会公演 フェデリコ・サンタ・マリア大学ア

ウラ・マグナ劇場・第５州 

大使館協力（文化庁・フ

ェデリコ・サンタ・マリ

ア大学） 

１８日（土） いけばな草月流デモンストレー

ション・イベント 

バルパライソ州園芸農業イノベーシ

ョン研究センター・第５州 

大使館協力（バルパライ

ソ州園芸農業イノベーシ

ョン研究センター） 

２１日（火） いけばな草月流デモンストレー

ション・イベント 

キジョタ市文化センター・第５州 大使館協力（キジョタ市

文化センター・カトリカ

大学バルパライソ校） 

２１日（火） クラシック音楽コンサート「関

東からマウレへ」 

リナレス区劇場・第７州 （リナレス・ビベ文化協

会主催） 

２３日（木） いけばな草月流デモンストレー

ション・イベント 

装飾美術館 大使館協力（草月流サン

ティアゴ支部・装飾美術

館共催） 

２５日（土） アウストラル大学日本祭 アウストラル大学・第１４州 大使館協力（アウストラ

ル大学） 

２５日（土） Relincha フェスティバル（大城真

コンサート） 

現代美術館（Valdivia）・第１４州 （Relincha フェスティバ

ル主催） 

２９日（水） セントラル大学国際フェア 日

本留学紹介 

セントラル大学 大使館協力（セントラル

大学） 



 
 

３０日（木） CPI 周年 夏の大△コンサート カサ・デ・ロス・ディエス文化セン

ター 

大使館協力（国際交流基

金・Caja Panamericana de 

Improvisación） 

１２月 

４日（月） Tsonami フェスティバル 夏の大

△コンサート 

バルパライソ文化公園・第５州 大使館協力（Tsonami フ

ェスティバル・国際交流

基金） 

５日（火） Tsonami フェスティバル 夏の大

△アート展 

バルパライソ区アートギャラリー 大使館協力（Tsonami フ

ェスティバル・国際交流

基金） 

５日（火）～６日

（水） 

第２回アリカ市クラシック音楽

フェスティバル 

アリカ市劇場フアン・ノエ・クレバ

ニ講堂・第１５州 

大使館協力（アリカ美術

学校） 

５日（火）～９日

（土） 

チリ大学国際フェア 日本留学

紹介 

チリ大学 大使館共催（チリ大学） 

１１日（土） ピアノ・ギターコンサート 首都工科大学（UTEM） 大使館協力（首都工科 大

学（UTEM）） 

２３日（土） 日智就航 120 周年クリスマスコ

ンサート 

中央日本人会 大使館協力（チリ中央日

本人会） 

３０日（土） 日本文化イベント アリカ・アウロラ・デ・チレスポー

ツセンター・第１５州 

（カイセキグループ主

催） 

その他 

  日智合作映画「グリーングラ

ス」 

  大使館協力（VICENTE・ニ

エブラ・プロダクショ

ン・日智商工会議所他） 

  ビニャ・デル・マール植物公園

日本庭園建設 

ビニャ・デル・マール植物公園 大使館協力（東京都・ビ

ニャ・デル・マール植物



 
 

公園・日智商工会議所・

バルパライソ日系人協会

他） 

  サンティアゴ日本庭園拡張計画 サンティアゴ日本庭園 大使館協力（サンティア

ゴ市首都公園・日智商工

会議所・中央日本人会

他） 

  漫画図書館建設 ビニャ・デル・マール植物公園 大使館協力（バルパライ

ソ日系人協会・日智商工

会議所他） 

 


