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主 催： ちば市国際ふれあいフェスティバル運営協議会
共 催：千葉市
後 援：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）

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。
※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。

入場無料
日時:平成３０年２月１１日（日）
            　午前１０時～午後３時

会場:千葉市民会館 小ホール
            （千葉市中央区要町１－１ 千葉市民会館地下１階）

地域の国際交流ボランティア１９団体による、国際交流団体の活動紹介やバザーがあります。

公益財団法人 千葉市国際交流協会　　Chiba City International Association
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ちば市国際 平和の輪 CHIBAから世界へ広げよう! 平和の輪 CHIBAから世界へ広げよう! 

ふれあいフェスティバル2018

冬秋 ･

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

E-mail： info＠yuasa-gyosei．ｊp　URL: http://www.yuasa-gyosei.jp
Tel ０４３－２９２－８８９０　Fax ０４３－２９３－４１５３ Open from：9AM ～ 6PM

（Sundays off）

蔵王温泉
ゲレンデまで
徒歩5分

http://lodgescole.com または ロッジ・スコーレ 検 索

愛犬と泊まれる
プチホテル ロッジ・スコーレ

山形県山形市蔵王温泉７４６  TEL:023-694-9320
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● 派遣 アメリカ・ヒューストン市 ８月１３日（日）～２６日（土）　　　　　　　　　　　　　　    中学生５人、引率者１人
滞在内容：ホームステイ、中学校に登校、市長表敬訪問 など

【派遣生の感想】
・アメリカの良いところを知ることができたとともに、日本の良い部分も発見することができた。
・アメリカは、食べ物・建物・乗り物など 全てがダイナミックで驚いた。
・この２週間の滞在は非常に貴重な経験となった。今後の自分の人生に活かしていきたい。

● 派遣 カナダ・ノースバンクーバー市 ８月７日（月）～２２日（火）　高校生５人、引率者１人
滞在内容：ホームステイ、市内見学、ライオンズクラブとの交流など

【派遣生の感想】
・ノースバンクーバー市に滞在した２週間はとても充実していて、私の人生で一番濃い時間でした。

　・素晴らしい経験をさせていただいたこの事業に関わる全ての皆様、本当にありがとう       
　  ございました。
　・私達が今夏、カナダの方々に親切にしてもらったように、来年カナダの人たちを受け入
　 れる際、日本独自の「おもてなし」の文化で迎えたいと思います。

● 受入 カナダ・ノースバンクーバー市 ８月８日(火)～２２日(火)

【来葉生の感想】
・千葉市とノースバンクーバー市の共通点と相違点に興味を持ちました。
  市長や議員の皆さんに両市の違いについて質問したり、学んだりと有意義な時間が持てました。

● 受入 スイス・モントルー市 ８月1日(火)～１３日(日)

【来葉生の感想】
・浴衣を着ることができ、日本人女性の気持ちが体験できました。
・２万発の花火は、とても印象的で素晴らしかったです。

発表者とボランティアの皆さんで

フィリピンの歌を披露 日本語のスピーチ

 ヒューストン市長表敬訪問

ウィスラー･マウンテンにて

「親子三代夏祭り」にて

モノレール車両基地見学

英語で挨拶の練習

講師と受講者の皆さん

日本語活動ペア実践交流会

防災訓練参加キャンペーン

いろいろな国のカレーをつくって食べよう！！

煙体験 消火体験

多文化理解セミナー

　１４組(１７人)の外国出身者による日本語スピーチとパフォーマンス(母国の歌)の発表が行
われました。
　パフォーマンス発表は、当協会として初企画でしたが、来場者の皆様は楽しく有意義に過
ごされた様子でした。

　【来場者の声】
　・発表者の歌と演奏で、世界一周したような贅沢な一時が過ごせました。
　・日本語スピーチあり、歌や演奏もあり、楽しく和やかに過ごせました。
　・発表者の母国を思う歌声に感動し、涙が出てきました。

　外国出身の皆さんの発表の後は、日本文化体験として三味線体験や、発表者と来場者が一
緒になって日本の踊りを体験しました。
　発表者の皆さんありがとうございました。そして、お疲れ様でした。

●テーマでつながる日本語クラス：防災（全３回）　6月3日（土）～１7日（土）

●日本語活動ペア実践交流会
　 6月23日（金）、7月10日（月）、8月30日（水）、9月26日（火）、10月11日（水）

　決められたトピックをめぐって4人グループで意見や経験を話します。月に1回行
います。

●防災訓練参加キャンペーン　9月3日（日）
　美浜区と若葉区の町内会および区役所地域振興課のご協力を得て、磯辺中学
校と千城台北小学校で行われた避難所設営訓練に参加しました。ごみ袋の簡易
雨具づくりや、ダンボールの簡易トイレづくりなどを体験しました。

●日本語交流員向け講座
新基本講座基礎編（全３回） 5月9日（火）～２3日（火）　9月8日（金）～２2日（金）
新基本講座実践編（全３回）  6月2日（金）～１6日（金）
ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座 9月12日（火）、10月3日（火）、10月10日（火）、11月7日（火）
どうなってるの日本語講座（全３回）  6月26日（月）～７月10日（月）

●多文化理解セミナー
「外国出身パパママによる絵本の読み聞かせ」　6月30日(金)、10月2日(月)
【感想】
・外国語の響きがやさしくて新鮮だった。絵もかわいかった。
・外国語の手遊びは初めてだったが楽しくこどもと触れあうことができて良かった。

「いろいろな国のカレーをつくって食べよう！！」　10月4日(水)
　タイ、バングラデシュ、ベトナムの外国出身者の方に教えてもらいながらカレー
を作り、交流しました。

このほか、外国人向けに「若葉区にほんご会話クラス」を開催しました。
※「ちば多文化協働プロジェクト」の日々の活動は、 Facebookでも紹介しています。
　国際交流協会ＨＰのトップページにリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。

●南部青少年センターでの英会話講師　
　小学生対象の講座と一般対象の講座講師として、３人の外国人ボランティアの方にご協
力いただきました。小学生対象では、アメリカ人講師から自己紹介の仕方、歌やカードゲー
ムを通した単語の使い方を教え、一般対象では場面毎に使える表現練習などをしました。
受講者の感想は「楽しく英語を勉強できた」「英語をしっかり学べて良かった。今後もたく
さん勉強して、たくさん使っていきたい。」など大変好評な講座となりました。

ちば多文化協働プロジェクト5

　外国出身の皆さんが、震災等の災害時に対応できるよう防災教室・非常食の試食・起震
車を体験する「外国人のための防災訓練」を実施しました。

【参加外国人の感想】
　・私の国には地震がなく、日本で地震があるとどうしていいかわからなかったので、とても  
　  怖かった。これからは、勉強したことを役立てたい。

・色々な体験ができ、楽しみながら学べた。
　・非常食は、パンもご飯も予想以上に美味しかった。また、アルファ米を実際に作ってみて作
　 り方を知れて良かった。

外国人のための防災訓練 9月１４日（木）6

ボランティアコーディネート（文化紹介） ７月～９月7

●英語サロン 6月23日(金)～７月7日(金)
　「世界を学ぼう」をテーマに、英語を通して、様々な国の文化を学びました。当協会職員
が講師をするほか、モロッコ、アメリカ出身者にも講師として自国文化を紹介して頂き、受
講者の皆さんも、各国の文化に英語で触れ、楽しんでいました。

●中国語サロン（初級） 6月8日(木)～７月20日(木)
　協会職員を講師として、ピンインや四声を学んだほか、家族や食べ物等についての会話
を練習しました。

語学サロン8

青少年交流事業1

第１回「日本語交流会」 １０月２８日（土）１３:３０～１７:００4

※ハリケーンの影響により
   予定より１日早く帰国

「幕張ビーチ花火フェスタ」にて

カナダ先住民の「トーテムポール」

英語通訳演習の様子

高校生通訳演習の様子

郷土博物館にて鎧の説明通訳　熱心に聞き入るモントルー派遣生

ノースバンクーバー派遣者 市長表敬訪問時通訳市美術館にてテレビ局取材の
フランス語通訳

●英語（一般、高校生）、中国語（一般）　７～８月
　東京２０２０大会に向けて、通訳ボランティア数の増加とスキルアップの為に、プロの通訳
から訓練と実践に活かせるノウハウを学びました。最終講義では現在の千葉の観光施設
のアテンドと健康保険等の生活情報の通訳という設定で外国人との演習を行いました。

【受講者の感想 抜粋】
・本格的な内容で、やや難しかったがとても役に立つ内容だった。また受講したい！
・千葉市について知らなかった知識が増え、演習でのフィードバックがためになった。
・普段、使用しない語彙・表現方法が学べた。実践演習で気づいたことがたくさんあった。

通訳ボランティア・スキルアップ講座2

　青少年交流事業で来葉している派遣者への市長表敬訪問や市内施設紹介の通訳をしまし
た。心のこもった通訳により、市長との会話も弾み、また千葉市の見どころや三味線など日本
文化を満喫していただくことができ、充実した温かい時間を過ごせたと喜ばれました。

姉妹都市ノースバンクーバー市（英語）・モントルー市（フランス語）派遣生来葉時通訳3

平成29年度 上半期事業報告 Chiba City International Association
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● 派遣 アメリカ・ヒューストン市 ８月１３日（日）～２６日（土）　　　　　　　　　　　　　　    中学生５人、引率者１人
滞在内容：ホームステイ、中学校に登校、市長表敬訪問 など

【派遣生の感想】
・アメリカの良いところを知ることができたとともに、日本の良い部分も発見することができた。
・アメリカは、食べ物・建物・乗り物など 全てがダイナミックで驚いた。
・この２週間の滞在は非常に貴重な経験となった。今後の自分の人生に活かしていきたい。

● 派遣 カナダ・ノースバンクーバー市 ８月７日（月）～２２日（火）　高校生５人、引率者１人
滞在内容：ホームステイ、市内見学、ライオンズクラブとの交流など

【派遣生の感想】
・ノースバンクーバー市に滞在した２週間はとても充実していて、私の人生で一番濃い時間でした。

　・素晴らしい経験をさせていただいたこの事業に関わる全ての皆様、本当にありがとう       
　  ございました。
　・私達が今夏、カナダの方々に親切にしてもらったように、来年カナダの人たちを受け入
　 れる際、日本独自の「おもてなし」の文化で迎えたいと思います。

● 受入 カナダ・ノースバンクーバー市 ８月８日(火)～２２日(火)

【来葉生の感想】
・千葉市とノースバンクーバー市の共通点と相違点に興味を持ちました。
  市長や議員の皆さんに両市の違いについて質問したり、学んだりと有意義な時間が持てました。

● 受入 スイス・モントルー市 ８月1日(火)～１３日(日)

【来葉生の感想】
・浴衣を着ることができ、日本人女性の気持ちが体験できました。
・２万発の花火は、とても印象的で素晴らしかったです。

発表者とボランティアの皆さんで

フィリピンの歌を披露 日本語のスピーチ

 ヒューストン市長表敬訪問

ウィスラー･マウンテンにて

「親子三代夏祭り」にて

モノレール車両基地見学

英語で挨拶の練習

講師と受講者の皆さん

日本語活動ペア実践交流会

防災訓練参加キャンペーン

いろいろな国のカレーをつくって食べよう！！

煙体験 消火体験

多文化理解セミナー

　１４組(１７人)の外国出身者による日本語スピーチとパフォーマンス(母国の歌)の発表が行
われました。
　パフォーマンス発表は、当協会として初企画でしたが、来場者の皆様は楽しく有意義に過
ごされた様子でした。

　【来場者の声】
　・発表者の歌と演奏で、世界一周したような贅沢な一時が過ごせました。
　・日本語スピーチあり、歌や演奏もあり、楽しく和やかに過ごせました。
　・発表者の母国を思う歌声に感動し、涙が出てきました。

　外国出身の皆さんの発表の後は、日本文化体験として三味線体験や、発表者と来場者が一
緒になって日本の踊りを体験しました。
　発表者の皆さんありがとうございました。そして、お疲れ様でした。

●テーマでつながる日本語クラス：防災（全３回）　6月3日（土）～１7日（土）

●日本語活動ペア実践交流会
　 6月23日（金）、7月10日（月）、8月30日（水）、9月26日（火）、10月11日（水）

　決められたトピックをめぐって4人グループで意見や経験を話します。月に1回行
います。

●防災訓練参加キャンペーン　9月3日（日）
　美浜区と若葉区の町内会および区役所地域振興課のご協力を得て、磯辺中学
校と千城台北小学校で行われた避難所設営訓練に参加しました。ごみ袋の簡易
雨具づくりや、ダンボールの簡易トイレづくりなどを体験しました。

●日本語交流員向け講座
新基本講座基礎編（全３回） 5月9日（火）～２3日（火）　9月8日（金）～２2日（金）
新基本講座実践編（全３回）  6月2日（金）～１6日（金）
ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座 9月12日（火）、10月3日（火）、10月10日（火）、11月7日（火）
どうなってるの日本語講座（全３回）  6月26日（月）～７月10日（月）

●多文化理解セミナー
「外国出身パパママによる絵本の読み聞かせ」　6月30日(金)、10月2日(月)
【感想】
・外国語の響きがやさしくて新鮮だった。絵もかわいかった。
・外国語の手遊びは初めてだったが楽しくこどもと触れあうことができて良かった。

「いろいろな国のカレーをつくって食べよう！！」　10月4日(水)
　タイ、バングラデシュ、ベトナムの外国出身者の方に教えてもらいながらカレー
を作り、交流しました。

このほか、外国人向けに「若葉区にほんご会話クラス」を開催しました。
※「ちば多文化協働プロジェクト」の日々の活動は、 Facebookでも紹介しています。
　国際交流協会ＨＰのトップページにリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。

●南部青少年センターでの英会話講師　
　小学生対象の講座と一般対象の講座講師として、３人の外国人ボランティアの方にご協
力いただきました。小学生対象では、アメリカ人講師から自己紹介の仕方、歌やカードゲー
ムを通した単語の使い方を教え、一般対象では場面毎に使える表現練習などをしました。
受講者の感想は「楽しく英語を勉強できた」「英語をしっかり学べて良かった。今後もたく
さん勉強して、たくさん使っていきたい。」など大変好評な講座となりました。

ちば多文化協働プロジェクト5

　外国出身の皆さんが、震災等の災害時に対応できるよう防災教室・非常食の試食・起震
車を体験する「外国人のための防災訓練」を実施しました。

【参加外国人の感想】
　・私の国には地震がなく、日本で地震があるとどうしていいかわからなかったので、とても  
　  怖かった。これからは、勉強したことを役立てたい。

・色々な体験ができ、楽しみながら学べた。
　・非常食は、パンもご飯も予想以上に美味しかった。また、アルファ米を実際に作ってみて作
　 り方を知れて良かった。

外国人のための防災訓練 9月１４日（木）6

ボランティアコーディネート（文化紹介） ７月～９月7

●英語サロン 6月23日(金)～７月7日(金)
　「世界を学ぼう」をテーマに、英語を通して、様々な国の文化を学びました。当協会職員
が講師をするほか、モロッコ、アメリカ出身者にも講師として自国文化を紹介して頂き、受
講者の皆さんも、各国の文化に英語で触れ、楽しんでいました。

●中国語サロン（初級） 6月8日(木)～７月20日(木)
　協会職員を講師として、ピンインや四声を学んだほか、家族や食べ物等についての会話
を練習しました。

語学サロン8

青少年交流事業1

第１回「日本語交流会」 １０月２８日（土）１３:３０～１７:００4

※ハリケーンの影響により
   予定より１日早く帰国

「幕張ビーチ花火フェスタ」にて

カナダ先住民の「トーテムポール」

英語通訳演習の様子

高校生通訳演習の様子

郷土博物館にて鎧の説明通訳　熱心に聞き入るモントルー派遣生

ノースバンクーバー派遣者 市長表敬訪問時通訳市美術館にてテレビ局取材の
フランス語通訳

●英語（一般、高校生）、中国語（一般）　７～８月
　東京２０２０大会に向けて、通訳ボランティア数の増加とスキルアップの為に、プロの通訳
から訓練と実践に活かせるノウハウを学びました。最終講義では現在の千葉の観光施設
のアテンドと健康保険等の生活情報の通訳という設定で外国人との演習を行いました。

【受講者の感想 抜粋】
・本格的な内容で、やや難しかったがとても役に立つ内容だった。また受講したい！
・千葉市について知らなかった知識が増え、演習でのフィードバックがためになった。
・普段、使用しない語彙・表現方法が学べた。実践演習で気づいたことがたくさんあった。

通訳ボランティア・スキルアップ講座2

　青少年交流事業で来葉している派遣者への市長表敬訪問や市内施設紹介の通訳をしまし
た。心のこもった通訳により、市長との会話も弾み、また千葉市の見どころや三味線など日本
文化を満喫していただくことができ、充実した温かい時間を過ごせたと喜ばれました。

姉妹都市ノースバンクーバー市（英語）・モントルー市（フランス語）派遣生来葉時通訳3

平成29年度 上半期事業報告 Chiba City International Association
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挨拶や自己紹介、発音など、中国語を基本
から学びます。
講師：協会職員 西村 海音（中国出身）      
E-mail： 29hc@ccia-chiba.or.jp

　土屋氏を代表として受講者が結成した自主学習グループが、
時事問題から千葉市の観光施設の紹介など、実践的な通訳場
面演習をしながら、今後の団体運営等についても情報収集する
ため、8月に「東京SGGクラブ」を見学に行きました。東京SGG
とは、東京オリンピックを契機に設立された、善意通訳をモッ
トーに主に浅草周辺で活動している大変実績のある団体です。
地域行政との関わり方や活動時の安全の確保について、また運
営方法と課題、外国人の見たいものと日本人が見せたいもの
のギャップなど、今後の団体活動に非常に参考となる様々なノ
ウハウや情報を得ていらっしゃいました。

浅草観光文化センターカウンターにて 会長・スタッフとの質疑応答にも熱が入ります 雷門通訳に同行

　元呉江市外事弁公室主任の沈氏が来葉された際の、市内視察、記念植樹、副市長表敬訪問につい
て、平成27年度受講者の蓮池氏にご協力いただきました。友好都市関係を結んだ当時の様子や苦労
したこと、その後の交流事業など、様々な内容を通訳していただいたおかげで、会話が弾み止まらな
くなるほどで、今後の日中関係の絆を強める大切な一役を担ってくださいました。また滞在最終日に
は、今年度受講者の片岡さんにもアテンド通訳をお願いし、沈夫妻は喜色満面で帰国されました。蓮
池様、片岡様、本当にありがとうございました。 副市長表敬訪問時通訳の様子

姉妹都市来賓対応中国語通訳

　東京２０２０大会に向けて、千葉市や千葉市観光協会がボランティア講座を開催したり、「チーム千葉ボランティアネットワーク」
がメンバー登録を開始したり、様々な活動が始まっています。当協会でも平成27年度から通訳ボランティア・スキルアップ講座
を開始し、総受講者数は２４０名になります。これからも千葉市に住む外国人への情報提供支援や異文化理解など様々な分野に
おけるご協力をよろしくお願いいたします。受講後の皆さんの活躍をお伝えします！

通訳ボランティア・スキルアップ受講者の活躍！

平成２８年度　英語 EIVOC

　近年、日本社会の国際化の促進を目指した地域の（再）創生の取り組みが多
く見られる中、毎回課題となっているのは「異国間相互理解」です。しかし、グ
ローバル世界に住む人々はいまや国単位で考えている段階ではありません。
つまり、観光客の国籍のみで、文化間相互理解を考えたら、国単位より複雑で
ある背景を見落とすことになります。「文化」はやはり個人レベルで考える時代
となりました。
　今年の8月に千葉大学独自の短期集中授業、グローバル・スタディ・プログラ
ムが開催されました。千葉大生（11人）と協定校の学生（ギリシャのアリストテ
レス大学から13人）が協働で地域創生における文化間相互理解の場に起こり
うる葛藤とその対策について、独自で考えた調査方法を行いました。地域住民
の皆様と千葉市国際交流協会のご協力のもと、参加学生は吾妻町を中心に小
型のアクションカメラで撮影しながら、現地の方々との接触を記録しました。国
外の訪問者が増えた時の考えについて、通行人への聞き取り調査、現地の商店

（中島書店と辻忠商店）での二日間の密着取材、千葉市役所での外国人向けの
避難情報についてのインタビュー、お祭りでの交通整理など、4日間で千葉市
内を徹底的に歩き回りました。
　その中でやはり一番理解できたことは、この短い間の中でも、言語の違いという異文化接触の最大の壁は、すぐ乗り越えることができ
るということでした。現地の人の日常生活に入りこむことによって、ホスト・ゲストという区別がなくなり、ジェスチャーや片言でも会話が
成り立つようになります。その際に、個々で人をみて自分の行動を調整しながら諦めず接するということは、少しのトレーニングがあれば
誰でもできることなのです。そして、それが創生を成功させる鍵なのではないでしょうか。今まで千葉市では観光客向けに特別に開発し
た商品やイベントなどの交流の場を通して文化間の相互理解を目指してきました。今度は「何か」を通してではなく、「ありのまま」の千葉
を経験してもらうのはどうでしょうか？「もてなす」のではなく、「一緒に過ごす」という協働のアプローチの利点は、地域（再）創生におけ
る異文化間相互理解において、やはり大きいようです。

　8月に千葉大学とギリシャ・アリストテレス大学による「エンカウンターと地域創生」というグローバル・スタディ・プログラム実施
を支援しました。千葉市内吾妻町周辺住民の皆様にご協力頂き、行われたフィールド・リサーチを元に、共生に求められるマインド
の育成に何が必要なのか、担当教授のガイタニディス・ヤニス氏のご意見をご紹介します。

語 学 講 座 の ご 案 内
講　座　名 日　時 定 員 内 容 / 申 込 み アドレス等 受 講 料 応 募 締 切 結 果 通 知

英語に慣れるため、読解力や表現力を深
めるよう様々なアクティビティを通して、
英会話力を高めます。日常英会話ができ
る方が対象です。
講師： 協会職員 ジーナ リベラ（フィリピン出身）
E-mail： 29e@ccia-chiba.or.jp
韓国出身の講師と楽しく交流しながら、
韓国の文化に親しみます。ディープな韓
国文化を発見できるかも？簡単な韓国語
が話せる方が対象です。
講師：協会職員　鄭 惠智（ジョン ヘジ）
E-mail： 29k@ccia-chiba.or.jp

1/３０～３/６
の火曜日 

1０:００～１２:００
予備日：３/13

6,000円
賛助会員は
4,000円

1/4（木）
17時 必着

1/12（金）
以降

2,000円
賛助会員は
4,000円

1/30（火）
17時 必着

2/2（金）
以降

２０人
程度

10人
程度

英語サロン（中級）
全６回

2/22 ～３/8
の木曜日 

１０:００～１２:００
予備日：３/15

6,000円
賛助会員は
4,000円

1/１0（水）
17時 必着

１/１７（水）
以降

２0人
程度

1/３１～３/７
の水曜日

１６:３０～１８:３０
予備日：３/1４

韓 国 文 化 交 流 会
全３回

中国語サロン
～はじめての中国語～
全６回

日本語が全くできない人のために教材
「いっぽ にほんご さんぽ 初級１」を使用し、
「あいうえお」の文字学習を含め最初歩の
日本語を学びます。
①、②を受講すると上記教科書が終わり
ます。

「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。 テーマ：結婚・恋愛

①1/１５～２/26
②3/  1～3/26

の月・木曜日
10:００～１２:00

①6,000円
②3,000円

(教材費を含む)

1,200円

1０人
程度

1０人
程度

はじめての日本語クラス
①全１２回 ②全８回

１/１７,24,31
水曜日

9:３０～１２:30
テーマでつながる
日本語クラス 全3回

～千葉大学・アリストテレス大学 協働地域創生プログラム支援～

出会った市民にインタビュー

千葉神社にて妙見大祭を体験

応募資格
　①当協会の賛助会員　※詳しくは、ページ下部をご覧ください。
　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：必要事項を明記の上、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。
　・応募者多数の場合は、抽選となる場合があります。
　・お子様連れの受講はご遠慮ください。

メールまたは協会窓口で、
お名前、連絡先をお知らせください。

申込アドレス
chibatabunka@ccia-chiba.or.jp

日本語交流員も参加できます。

★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
　協会窓口、電話、Eメール(nihongo@ccia-chiba.or.jp)にて希望講座名、
　氏名(ふりがな)、連絡先をお知らせください。

1対1の日本語活動以外にも、さまざまなレベルの日本語クラスを実施しています。　お知り合いの外国人市民の方へぜひご紹介ください。

「日本語交流員」向け 講座のご案内
講　座　名 日　時 定 員 内 容 等 受 講 料 応 募 方 法

千葉へ来る外国の方と『やさしい日本語』で
コミュニケーションをとるための会話のコ
ツを学びます。
講師：萬浪絵理　応募資格：どなたでも
交流と相互理解のために外国人住民と日
本語活動をおこなう際に不可欠な基礎的
な知識とスキルを学びます。
講師：萬浪絵理
応募資格：
①当協会の賛助会員
②協会日本語交流員、ボランティア登録して
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。）

1/16、1/23
火曜日

10:００～１2:00

４,000円
賛助会員は
２,000円

2０人
程度

2０人
程度

東京五輪で外国人と
日本語を話そう  全２回

2/1７,24,３/３
土曜日

13:００～１５:００
新基本講座 基礎編
全３回

先着順
(申込みは1/17から）

４,000円
賛助会員は
２,000円

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
特別市政功労者・市政功労者として表彰されました！

澤木 公子さん特別市政功労者
杉山 良子さん  八田 雅子さん市政功労者

永年の外国人への日本語ボランティア活動等の功績により、３人の方が表彰されました。
いつもありがとうございます。そして、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

先着順
(申込みは12/16から）

協会窓口にて  先着順
日本語レベルの確認をします

「外国人参加者」向け 日本語クラスのご案内
講　座　名 日　時 定 員 内 容 等 受 講 料 応 募 方 法

Chiba City International Association
日本語活動に係わる講座のご案内

Chiba City International Association

「ふれあい」 91号4 「ふれあい」 91号 5



挨拶や自己紹介、発音など、中国語を基本
から学びます。
講師：協会職員 西村 海音（中国出身）      
E-mail： 29hc@ccia-chiba.or.jp

　土屋氏を代表として受講者が結成した自主学習グループが、
時事問題から千葉市の観光施設の紹介など、実践的な通訳場
面演習をしながら、今後の団体運営等についても情報収集する
ため、8月に「東京SGGクラブ」を見学に行きました。東京SGG
とは、東京オリンピックを契機に設立された、善意通訳をモッ
トーに主に浅草周辺で活動している大変実績のある団体です。
地域行政との関わり方や活動時の安全の確保について、また運
営方法と課題、外国人の見たいものと日本人が見せたいもの
のギャップなど、今後の団体活動に非常に参考となる様々なノ
ウハウや情報を得ていらっしゃいました。

浅草観光文化センターカウンターにて 会長・スタッフとの質疑応答にも熱が入ります 雷門通訳に同行

　元呉江市外事弁公室主任の沈氏が来葉された際の、市内視察、記念植樹、副市長表敬訪問につい
て、平成27年度受講者の蓮池氏にご協力いただきました。友好都市関係を結んだ当時の様子や苦労
したこと、その後の交流事業など、様々な内容を通訳していただいたおかげで、会話が弾み止まらな
くなるほどで、今後の日中関係の絆を強める大切な一役を担ってくださいました。また滞在最終日に
は、今年度受講者の片岡さんにもアテンド通訳をお願いし、沈夫妻は喜色満面で帰国されました。蓮
池様、片岡様、本当にありがとうございました。 副市長表敬訪問時通訳の様子

姉妹都市来賓対応中国語通訳

　東京２０２０大会に向けて、千葉市や千葉市観光協会がボランティア講座を開催したり、「チーム千葉ボランティアネットワーク」
がメンバー登録を開始したり、様々な活動が始まっています。当協会でも平成27年度から通訳ボランティア・スキルアップ講座
を開始し、総受講者数は２４０名になります。これからも千葉市に住む外国人への情報提供支援や異文化理解など様々な分野に
おけるご協力をよろしくお願いいたします。受講後の皆さんの活躍をお伝えします！

通訳ボランティア・スキルアップ受講者の活躍！

平成２８年度　英語 EIVOC

　近年、日本社会の国際化の促進を目指した地域の（再）創生の取り組みが多
く見られる中、毎回課題となっているのは「異国間相互理解」です。しかし、グ
ローバル世界に住む人々はいまや国単位で考えている段階ではありません。
つまり、観光客の国籍のみで、文化間相互理解を考えたら、国単位より複雑で
ある背景を見落とすことになります。「文化」はやはり個人レベルで考える時代
となりました。
　今年の8月に千葉大学独自の短期集中授業、グローバル・スタディ・プログラ
ムが開催されました。千葉大生（11人）と協定校の学生（ギリシャのアリストテ
レス大学から13人）が協働で地域創生における文化間相互理解の場に起こり
うる葛藤とその対策について、独自で考えた調査方法を行いました。地域住民
の皆様と千葉市国際交流協会のご協力のもと、参加学生は吾妻町を中心に小
型のアクションカメラで撮影しながら、現地の方々との接触を記録しました。国
外の訪問者が増えた時の考えについて、通行人への聞き取り調査、現地の商店

（中島書店と辻忠商店）での二日間の密着取材、千葉市役所での外国人向けの
避難情報についてのインタビュー、お祭りでの交通整理など、4日間で千葉市
内を徹底的に歩き回りました。
　その中でやはり一番理解できたことは、この短い間の中でも、言語の違いという異文化接触の最大の壁は、すぐ乗り越えることができ
るということでした。現地の人の日常生活に入りこむことによって、ホスト・ゲストという区別がなくなり、ジェスチャーや片言でも会話が
成り立つようになります。その際に、個々で人をみて自分の行動を調整しながら諦めず接するということは、少しのトレーニングがあれば
誰でもできることなのです。そして、それが創生を成功させる鍵なのではないでしょうか。今まで千葉市では観光客向けに特別に開発し
た商品やイベントなどの交流の場を通して文化間の相互理解を目指してきました。今度は「何か」を通してではなく、「ありのまま」の千葉
を経験してもらうのはどうでしょうか？「もてなす」のではなく、「一緒に過ごす」という協働のアプローチの利点は、地域（再）創生におけ
る異文化間相互理解において、やはり大きいようです。

　8月に千葉大学とギリシャ・アリストテレス大学による「エンカウンターと地域創生」というグローバル・スタディ・プログラム実施
を支援しました。千葉市内吾妻町周辺住民の皆様にご協力頂き、行われたフィールド・リサーチを元に、共生に求められるマインド
の育成に何が必要なのか、担当教授のガイタニディス・ヤニス氏のご意見をご紹介します。

語 学 講 座 の ご 案 内
講　座　名 日　時 定 員 内 容 / 申 込 み アドレス等 受 講 料 応 募 締 切 結 果 通 知

英語に慣れるため、読解力や表現力を深
めるよう様々なアクティビティを通して、
英会話力を高めます。日常英会話ができ
る方が対象です。
講師： 協会職員 ジーナ リベラ（フィリピン出身）
E-mail： 29e@ccia-chiba.or.jp
韓国出身の講師と楽しく交流しながら、
韓国の文化に親しみます。ディープな韓
国文化を発見できるかも？簡単な韓国語
が話せる方が対象です。
講師：協会職員　鄭 惠智（ジョン ヘジ）
E-mail： 29k@ccia-chiba.or.jp

1/３０～３/６
の火曜日 

1０:００～１２:００
予備日：３/13

6,000円
賛助会員は
4,000円

1/4（木）
17時 必着

1/12（金）
以降

2,000円
賛助会員は
4,000円

1/30（火）
17時 必着

2/2（金）
以降

２０人
程度

10人
程度

英語サロン（中級）
全６回

2/22 ～３/8
の木曜日 

１０:００～１２:００
予備日：３/15

6,000円
賛助会員は
4,000円

1/１0（水）
17時 必着

１/１７（水）
以降

２0人
程度

1/３１～３/７
の水曜日

１６:３０～１８:３０
予備日：３/1４

韓 国 文 化 交 流 会
全３回

中国語サロン
～はじめての中国語～
全６回

日本語が全くできない人のために教材
「いっぽ にほんご さんぽ 初級１」を使用し、
「あいうえお」の文字学習を含め最初歩の
日本語を学びます。
①、②を受講すると上記教科書が終わり
ます。

「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。 テーマ：結婚・恋愛

①1/１５～２/26
②3/  1～3/26

の月・木曜日
10:００～１２:00

①6,000円
②3,000円

(教材費を含む)

1,200円

1０人
程度

1０人
程度

はじめての日本語クラス
①全１２回 ②全８回

１/１７,24,31
水曜日

9:３０～１２:30
テーマでつながる
日本語クラス 全3回

～千葉大学・アリストテレス大学 協働地域創生プログラム支援～

出会った市民にインタビュー

千葉神社にて妙見大祭を体験

応募資格
　①当協会の賛助会員　※詳しくは、ページ下部をご覧ください。
　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：必要事項を明記の上、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。
　・応募者多数の場合は、抽選となる場合があります。
　・お子様連れの受講はご遠慮ください。

メールまたは協会窓口で、
お名前、連絡先をお知らせください。

申込アドレス
chibatabunka@ccia-chiba.or.jp

日本語交流員も参加できます。

★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
　協会窓口、電話、Eメール(nihongo@ccia-chiba.or.jp)にて希望講座名、
　氏名(ふりがな)、連絡先をお知らせください。

1対1の日本語活動以外にも、さまざまなレベルの日本語クラスを実施しています。　お知り合いの外国人市民の方へぜひご紹介ください。

「日本語交流員」向け 講座のご案内
講　座　名 日　時 定 員 内 容 等 受 講 料 応 募 方 法

千葉へ来る外国の方と『やさしい日本語』で
コミュニケーションをとるための会話のコ
ツを学びます。
講師：萬浪絵理　応募資格：どなたでも
交流と相互理解のために外国人住民と日
本語活動をおこなう際に不可欠な基礎的
な知識とスキルを学びます。
講師：萬浪絵理
応募資格：
①当協会の賛助会員
②協会日本語交流員、ボランティア登録して
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。）

1/16、1/23
火曜日

10:００～１2:00

４,000円
賛助会員は
２,000円

2０人
程度

2０人
程度

東京五輪で外国人と
日本語を話そう  全２回

2/1７,24,３/３
土曜日

13:００～１５:００
新基本講座 基礎編
全３回

先着順
(申込みは1/17から）

４,000円
賛助会員は
２,000円

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
特別市政功労者・市政功労者として表彰されました！

澤木 公子さん特別市政功労者
杉山 良子さん  八田 雅子さん市政功労者

永年の外国人への日本語ボランティア活動等の功績により、３人の方が表彰されました。
いつもありがとうございます。そして、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

先着順
(申込みは12/16から）

協会窓口にて  先着順
日本語レベルの確認をします

「外国人参加者」向け 日本語クラスのご案内
講　座　名 日　時 定 員 内 容 等 受 講 料 応 募 方 法

Chiba City International Association
日本語活動に係わる講座のご案内

Chiba City International Association

「ふれあい」 91号4 「ふれあい」 91号 5
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Access

主 催： ちば市国際ふれあいフェスティバル運営協議会
共 催：千葉市
後 援：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）

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。
※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。

入場無料
日時:平成３０年２月１１日（日）
            　午前１０時～午後３時

会場:千葉市民会館 小ホール
            （千葉市中央区要町１－１ 千葉市民会館地下１階）

地域の国際交流ボランティア１９団体による、国際交流団体の活動紹介やバザーがあります。

公益財団法人 千葉市国際交流協会　　Chiba City International Association

ふれあい
協会情報誌

2017
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ちば市国際 平和の輪 CHIBAから世界へ広げよう! 平和の輪 CHIBAから世界へ広げよう! 

ふれあいフェスティバル2018

冬秋 ･

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

E-mail： info＠yuasa-gyosei．ｊp　URL: http://www.yuasa-gyosei.jp
Tel ０４３－２９２－８８９０　Fax ０４３－２９３－４１５３ Open from：9AM ～ 6PM

（Sundays off）

蔵王温泉
ゲレンデまで
徒歩5分

http://lodgescole.com または ロッジ・スコーレ 検 索

愛犬と泊まれる
プチホテル ロッジ・スコーレ

山形県山形市蔵王温泉７４６  TEL:023-694-9320

6 「ふれあい」 91号


