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Waooo!!派遣： アメリカ・ヒューストン市
 8月16日～ 30日　中学生４人・引率者１人
滞在内容：ホームステイ、市長表敬訪問、施設見学、メ
ジャーリーグ観戦、現地中学校の授業参加 など
派遣生の感想：訪問した学校で披露した「ソーラン節」
が大喝采をあびてとても嬉しかった。私の慣れない英

語にも耳をかたむけてくれて、
私の話を一生懸命聞いてくれた
のがすごくうれしかったです。
アメリカで人とふれあうことで
自信がつきました。みんな同じ
人間だと思えば恐れることはな
いと思えるようになりました。

派遣： カナダ・ノースバンクーバー市
 8月3日～ 18日　高校生4人・引率者1人
滞在内容：ホームステイ、市長表敬訪問、施設見学、現地
ライオンズクラブとの交流 など。
派遣生の感想：カナダと比較し
て、日本は外国から来た人々に
とって不便だと感じました。も
っと「外国の人々にとって過ごし
やすい環境づくり」をする必要
があると思いました。
世界は大きいのだと実感できま
した。物事を考える視野が広が
り、色々なことに、より一生懸命取り組めるようになっ
た気がします。
受入： カナダ・ノースバンクーバー市
 8月 4日～ 18日　高校生4人・引率者1人
来葉生の感想：親切に受け入れていただき、また、素晴
らしい体験を与えてくださり、心から感謝しています。
私の人生が変わりました。
受入： スイス・モントルー市
 8月6日～ 8月20日　高校生・大学生5人・引率者1人
来葉生の感想：滞在中、色々お世話になりました。あり
がとうございました。お祭りの素晴らしい時間を千葉
市民の皆さんと一緒に過ごすことができて、とても良
かったです。

滞在内容：施設見学、市長表敬訪問、親子三代夏祭り、
市民との交流イベント など

 10月17日（土）  千葉市国際交流プラザ
運営ボランティアにより企画・運営された当大会には、
約150名の方々が来場されました。スリランカやタジ
キスタン、ジンバブエなど10ヶ国16名の発表者がス
ピーチを行い、前回の受賞者からトロフィー等を授与し
てもらいました。スピーチ後は、サルサやクンビア等の
ラテンダンスをすることで交流を深めました。
<最優秀賞チャナカさんの感想>
応援に来てくれた家族のみんなが「がんばったね。」とほ
めてくれた時、胸がいっぱいになりました。今後は、観
光専門学校に入学して、2020年東京オリンピック・パ
ラリンピックでは、ホテルマンとして来日する外国人に
良いおもてなしができるようになりたいです。
<特別賞マシャラフィさんの感想>
受賞して少し自信がつきました。これから高校入学に向
けて、もっと勉強します。これから日本語の勉強する人
は、早く日本人の輪に入っていけるよう、一生懸命に日
本語を話してください。
<来場者の感想>
〇いろいろな国の生活習慣や考え

の違いを聞くことが出来て良
かった。また、日本語がとても上
手なのにはびっくりしました。

〇日本語を真剣に学んでいる姿に
感動しました。自分も頑張らねばと励みになりました。

〇来年は運営ボランティアとして、自分も参加したいと思います。

 7月24日（金）　高浜第一保育所
高浜保育所の周辺は中国人
住民が多いことから、中国出
身の協会職員が保育士向け
の研修を実施しました。
内容：中国での子育て事情の
説明、中国語ミニレッスン 等

青少年交流事業1 ちば多文化協働プロジェクト4保育所職員研修2

第19回日本語スピーチ大会3
ＮＡＳＡにて

州議事堂前にて

親子三代夏まつり

市長表敬訪問（モントルー市）

外国人と日本人の交流会

陶芸体験（ノースバンクーバー市）

●テーマでつながる日本語クラス
 葬儀：6/20、6/27、7/4（土）
 防犯：9/25、10/2、10/9（金）
内容：「葬儀」の回では、ウズベキスタン、台湾、中国、チ
リ、フィリピン、フランス、ベトナムの事情について聞
くことができました。「防犯」の回では、警察官から話
を聞いたり、エジプト、台湾、中国、ニュージーランド
出身の方がスピーチしたほか、参加者の皆さん自身で
考えた約3分間のドラマを作りました。このドラマや、

「ちば多文化協働プロジェクト」の活動の詳細は下記の
facebook でご覧いただけます。
https://www.facebook.com/chibatabunka26

●防犯パトロール
 10/17（土）ほか、計6回
内容：外国人住民のみなさんが地域活動に参画するき
っかけとしてもらうために、自治会などで行われている
防犯パトロールに参加しました。日本人住民の方たち
にも、外国人住民のことを知っていただく良い機会に
もなりました。
<外国人の感想>
地域の人たちが街の安全を守っているということを学
んだ。とても良い経験ができ、参加して良かった。
ご協力：磯辺中学校区育成委員会、今井連合町会、幕張
町北4丁目自治会、稲毛町防犯パトロール隊、松波町
会、千葉西警察署、千葉中央警察署　（順不同）

 6/24（水）～7/25（土）各講座５回
プロの通訳を講師に迎え、「2020東京オリンピック・パ
ラリンピック」を契機に来葉する外国人の方々により満
足してもらえるよう通訳ボランティアのスキル向上を目
指して開催しました。講座には千葉市在住の外国人の
方にも協力してもらい、実践的な講座とすることがで
きました。

 6/11（木）～7/29（水） 各講座３～６回
 語学サロン 英　語 （初級＆高校生限定）
 　　　　　中国語 （初級＆中級）
協会職員を講師とし
て、会話を中心とした
サロン形式の講座を
開催しました。夏休み
期間中には、高校 生
限定の英語サロンで
はゲーム等を通じて、
様々な表現方法等を
学びました。

通訳ボランティア・
　　　スキルアップ講座

6
英語　中国語　スペイン語

語学サロン7 英語　中国語

 ８月30日（日）
 千葉工業大学グラウンド
 （花見川区千種町）
外国人市民の防災意識を高
めてもらうために、多くの外
国人市民の方と一緒に参加
しました。
協会では展示ブースを設け、
その中で外国人向けの防災教室を実施しました。
また、職員やボランティアによる通訳を交えて、参加し
た皆さんと一緒に会場内を見学し、様々な防災に関す
る体験を行い防災の知識を高めました。
参加してくれた外国人の感想： いつ災害が来るかわか
らないため、事前の準備が大切だと感じました。
ＡＥＤの使用方法等を習いました。設置場所を確認し
てみようと思います。

九都県市合同防災訓練5

バムヌアッチ パティランネヘラゲ チャナカ／スリランカ

ムスカン マッラ／ネパール

張 一鼎（チョウ イチテイ） / 中国

マシャラフィ ビン モルトザ／バングラデシュ

ポー ユリ― / ミャンマー

テーマ：私の日本の生活

テーマ：ネパールから日本に来て

テーマ：印象の強かった日本の食べ物

テーマ：バングラデシュと日本

テーマ：タイの家とタイの学校の話

賞 名前／出身国／テーマ

最 優 秀 賞

優 秀 賞

特 別 賞

森 米 賞 ▲高校生限定英語サロン

▲英語話者との実践演習
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「ちば多文化協働プロジェクト」参加者募集 講座のご案内

元国際交流員のマリンさんからのメッセージ！元国際交流員のマリンさんからのメッセージ！ グループ紹介協会トピック

「千葉あそび」冬号の紹介

ホームページ : http://www.geocities.co.jp/HeartLand/3984/nihongo.html

稲浜日本語ボランティア
会長の箱岩 郁子さんに、お話しをお聞きしました。

１　活動内容を教えてください。
　稲浜日本語ボランティアは平成7年 4月、近隣に在
住する外国人市民を対象に、日本語支援・日本文化紹
介・異文化交流を行い、それらを通してよりよい共生
を実現することを目的として設立しました。
　主な活動は、日本語教室の開催（週３日、7クラス、
稲浜公民館）、日本文化紹介バス旅行、異文化交流
パーティ、地域の夏祭り、餅つき大会への参加です。
　日本語教室は、仕事をしている方にも利用しやす
いよう土日や夜間に開催しています。
　学習者は中国出身の方が多いのですが、フィリピ
ン、ベトナム、エジプト、ウズベキスタンから来た方も
います。

　最近のトピックとしては、地元の美浜区に住むこと
になったミャンマー人の５家庭に対する日本語学習を
引き受けることになったことが挙げられます。
２ 活動する中で苦労していることはありますか？
　会員の高齢化が進み、後継者の確保が課題になっ
ています。
また、学習者は、日本語が話せるようになるとアルバ
イトなどを始めたりして、教室に来なくなってしまう
ことが多々あります。
３ グループからのお知らせ、ＰＲ、メッセージ
　外国人の学習者、一緒に活動してくださる日本人ボ
ランティアを募集しています。見学はいつでもＯＫで
すので、ぜひ見学にいらしてください。

平成18年度からの２年間、千葉市の国際交流員として当協会に勤務していた
マリン･リサさんから、メッセージが届きました。

在留・永住・帰化などの相談は、外国人入管専門の
「行政書士 湯浅法務事務所」へお任せください。

VISA for Status of Residence in Japan Immigration Counseling　
Support for all Foreigners in Chiba. Yuasa Immigration Lawyer’s Office. Get in touch with us for your better life！

まずは  
無料相談で。

〒 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-24-2 　ASAJIビル2F
〒 260-0013 千葉市中央区2丁目7番1号　　※協会となり 吉田興業第二ビル９Ｆ

信頼と実績の社労士　どうぞお気軽にお問合せ・ご相談下さいませ。 E-mail： info＠yuasa-gyosei．ｊp　URL: http://www.yuasa-gyosei.jp
Tel ０４３－２９２－８８９０　Fax ０４３－２９３－４１５３

TEL：043-202-5400
URL：http://www.misonosj.com

人事、労務、年金、労働、社会保険などお気軽にご相談ください。
Open from：9AM ～ 6PM（Sundays off）

日時／対象 日時／対象 定員 内　　容 参加費 参加費

外国人住民によるテーマに関する
日本語スピーチと交流会。はじめて
の方でも気軽に参加いただけます。
※下欄の日本語クラス参加者との交流

会です。

メール、電話、協会
窓口で。（先着順）
1/25の交流会参加
希望として、お名前、
連絡先をお知らせく
ださい。

メールまたは協会窓
口で。（先着順）
お名前、連絡先、参
加できる日をお知ら
せください。

1/25（月）
10:00 ～ 12:30
対象：どなたでも

1/18 ～ 2/1の月曜日
9:30 ～ 12:30
対象：外国人

「はなす、きく、かく、よむ、しらべ
る、やってみる」　いろいろな活動
をしながら、日本語を学びます。
ぜひ、お知り合いの外国人にご紹
介ください。

無 料25人
程度

10人
程度

無 料

交流会
テーマでつながる
外国と日本
－学校の役割、親の役割－

テーマでつながる
日本語クラス
－学校の役割、親の役割－
全３回

講座名 日　時 定員 内容／申込みアドレス 等 受講料

サバイバル・イングリッシュで簡単な会話ができる
よう、ボディランゲージも使いながらコミュニケー
ションできるように練習します。
講師：協会職員 ジーナ リベラ（フィリピン出身）　
27e@ccia-chiba.or.jp

1/20 ～ 3/23 の
水曜日

 10:00 ～ 12:00
　予備日：3/30

2/18 ～ 3/3の
木曜日

 10:00 ～ 12:00

韓国の衣・食文化について韓国語と日本語で会話
を楽しみます。
講師：協会職員 李 銀淑（イ ウンスク）
27k@ccia-chiba.or.jp

8,000円

賛助会員5,000円

4,000円

賛助会員2,000円

応募締切

12/10
（木）
17時

1/28
（木）
17時

結果通知

12/21
（月）
以降

2/2
（火）
以降

20人
程度

10人
程度

英語サロン（初級）
全10回

韓国文化交流会
全3回

会 費 学生＆外国人会員：１人 1,000 円以上／半年
 個人会員：1人 2,000 円以上／年
 団体・法人会員：1団体・法人 10,000 円以上／年
特 典 ①協会情報誌「ふれあい」の送付
 ②協会主催有料講座の受講料割引
 　★団体･法人会員の場合、5名様まで②の割引対象となり

ます。

賛 助 会 員 募 集
協会のボランティアさんが
市政功労者として表彰されました

出浦和子さん　渡部 操さん市政功労者

長年の日本語学習支援ボランティア活動の
功績により、２人の方が表彰されました。

おめでとうございます。

千葉市では、千葉市内外の方に「海・山・まち」の魅力を知ってもらうため、現地集合・解散の体験
型観光プラン集「千葉あそび」を発行しており、毎号2,000人を超す方からお申し込みを頂いており
ます。11月発行の2015冬号では、千葉市国際交流協会に登録されている通訳ボランティアの方が
現地でお迎えする「English OKプラン」、「中文OKプラン」を掲載しています。お知り合いの外国人
の方に千葉市の魅力を知ってもらえるよう、「千葉あそび」をおすすめください。

「千葉あそび」2015冬号

こんにちは、リサ･マリンです。私は、カナダのオタワで元気に過ごしています。

この１年、嬉しい出来事がいくつかありました。

ひとつは、東京にあるカナダ大使館で半年間、貿易の担当官として働く機会に恵ま

れたことです。カナダと日本の関係強化に関わる事ができ、とても有意義な経験に

なりました。

そして、この夏に結婚しました！協会からも２人の方がオタワでの式に出席してくれ、

とても嬉しかったです。思い出深い一日になりました。

L isa M allin

★応募資格
①当協会の賛助会員
②協会ボランティアに登録している方。
③地域の日本語教室で活動している方。（教室の推薦書が必要です。）
★会場：いずれも、千葉市国際交流協会（プラザ）で行います。
　（地図は裏表紙にあります。）
★申込方法
①往復ハガキ：必要事項及びご自身の宛先を明記の上、郵送してください。
（住所は裏表紙をご覧ください。）
②窓口：ご自身の宛先を明記した通常ハガキをお持ちの上、窓口にお越し

ください。
③Eメール：必要事項を明記のうえ、上表のアドレスまでメールを送信して
ください。
★必要事項：希望講座名、氏名(ふりがな)、住所、電話番号、賛助会員
の方は会員番号
★注意事項
・往復ハガキや窓口での応募の場合は、講座ごとにハガキ1枚が必要です。
・応募多数の場合は、過去の受講回数が少ない方を優先して抽選を行います。
・お子様連れの受講はご遠慮ください。

毎月第3火・土曜日無料相談会御園社労士事務所
特定社会保険労務士／行政書士　御園富士夫 ご予約優先、

秘密厳守!!

9:00 ～ 12:00

申込みアドレス：chibatabunka@ccia-chiba.or.jp
※「ちば多文化協働プロジェクト」の活動内容は、本誌「ふれあい」8１号
　（2014秋）で紹介しています。

※外国人学習者の面接は、毎月第１日曜日　午後4時30 分から行っています。

協会トピック＆ちば多文化協働プロジェクト＆「千葉あそび」冬号の紹介
Chiba City International Association

グループ紹介&講座のご案内&表彰＆賛助会員募集
Chiba City International Association

「ふれあい」 85号4 「ふれあい」 85号 5



「ちば多文化協働プロジェクト」参加者募集 講座のご案内

元国際交流員のマリンさんからのメッセージ！元国際交流員のマリンさんからのメッセージ！ グループ紹介協会トピック

「千葉あそび」冬号の紹介

ホームページ : http://www.geocities.co.jp/HeartLand/3984/nihongo.html
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千葉市民・市在住外国人千葉市民・市在住外国人限定限定
★お問合せ先：東京ベイ通信株式会社　P.SIM利用促進担当　☎043-243-2231

Ready for USE
NTT docomo areas
LTE/3G

平和の輪 Chibaから世界へ 広げよう!
広げよう!
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地域の国際交流ボランティア24団体による、国際交流団体の活動紹介、
海外の雑貨の販売やバザーがあります。

その他、各団体のステージによる世界の民族音楽・
舞踊などを披露します。また、無料で参加できる、
スタンプラリーもあります。
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平和の輪 Chibaから世界へ 平和の輪 Chibaから世界へ 

20162016

主 催： ちば市国際ふれあいフェスティバル運営協議会
後 援： 千葉市、千葉市教育委員会、
 一般財団法人自治体国際化協会（CLAIR）、
 独立行政法人国際協力機構（JICA）

※景品には数に限りがあります。
　なお、このフェスティバルでの売上金の一部は、
　チャリティーとして寄付されます。

広げよう!
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料

公益財団法人 千葉市国際交流協会　　Chiba City International Association
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日時/平成28年２月14日（日）午前10時～午後３時
会場/Qiball １・２Ｆ きぼーる広場（千葉市中央区中央4－5－1）


