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　12月１日㈪、千葉市国際交流プラザ・㈶千葉市国
際交流協会は下記へ移転しました。
　（５ページで詳しくご紹介しています。）

千葉市中央区中央２－５－１
千葉中央ツインビル２号館８階
・ＪＲ千葉駅から徒歩10分
・京成千葉中央駅から徒歩８分
・千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩３分
０４３－２０２－３０００
０４３－２０２－３１１１

新住所

アクセス方法

新電話番号
新FAX番号

日時：2009年 ３月１日㈰ 10:00～16:00
会場：Q

き ぼ ー る

iballアトリウム他（中央区中央４－５－１）
主催：千葉市国際ふれあいフェスティバル運営協議会
後援（予定）：千葉市、千葉市教育委員会、
　　　　　　  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）

千葉中央ツインビル

千葉市国際交流プラザ 
リニューアルオープン

P１　•協会が移転しました
•ちば市国際ふれあいフェスティバル2009のご案内

P２　•平成20年度事業報告（夏～秋）①～③
　①•千葉市国際文化フェスティバル報告
　　•国際理解講座

P３　　②•日本語ボランティア交流会
　　•地震に関する外国市民へのアンケート
　　•翻訳ボランティア研修

P４　　③•日本語スピーチ大会
　　•新CIR活動報告
　　•日本語学習支援ボランティア養成講座（前期）
　　•語学講座（英語・中国語）
　　•翻訳ボランティア研修

P５　•講座のご案内（ステップアップ中国語 受講者募集）
•新事務所の紹介
•法律相談のお知らせ

P６　•特集　知っていますか？「姉妹都市と千葉市内の
施設」③…千葉市ポートタワー

　　　•賛助会員募集、広告募集、編集後記

目　次

入場無料ちば市国際ふれあい
　フェスティバル２００９

出展・PRコーナー

ステージ
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姉妹友好都市交流事業の一環としてフィリピン共和国ケソン市から
「ケソン市芸術団」を招いて、千葉市国際文化フェスティバル2008
を市民会館大ホールで開催しました。フィリピンは７千以上の島々か
らなる国で、色々な民族によって多様な踊りがあります。
今回来葉した「ケソン市芸術団（Quezon City Performing 

Arts）」は、ケソン市の恵まれない子供たちの才能を見出し、伝統的
な舞踊や楽器の演奏からモダンダンスまで様々な舞台芸術に取り組ん
でいる団体です。「市民の日」となる10月18日㈯の本公演では、「ケ

ソン＆ちば民
族舞踊交流祭」
と銘打ち、21
名の若者たち
が華麗なパフォーマンスを披露してくれました。特にどこかなつかし
い感じがする「バンブーダンス」では、たいへん興味深いもので観客
を魅了していました。フィナーレでは、威勢のいい和太鼓・白鳳によ
る太鼓が鳴り響く中、芸術団と千葉市舞踊連盟の方々とともに全員で
「千葉おどり」を踊るなどホールが一体となった舞台でした。
なお、本公演当日ケソン市の文化芸術の推進を図るため、募金箱を
設置し、37,000円の募金が集まりました。皆様の温かいご協力に感
謝申し上げます。

国際理解講座 交流サロン
千葉市国際文化フェスティバル2008で来葉した「ケソン市芸術団」が千

葉市ことぶき大学校を訪問しました。芸術団によるミニ公演後、ことぶき大
学校の山口さんによる「南京玉すだれ」の披露と演技体験をした後、それぞ
れグループに分かれて書道や抹茶の体験をしてもらうなど千葉市民との交流
を深めました。

8月17日㈰にPAPチームが親子三
代夏祭りに参加しました。国際交流
プラザで練習をした後に会場へ移動。
ところが、あいにく雨が降り出して
せっかくの浴衣もびしょぬれに。風
邪をひいては大変なので30分ほどで
切り上げとなりました。

千葉市国際文化フェスティバル 2008
協会事業報告

バンブーダンスの披露 南京玉すだれの体験

お茶の体験 書道と折紙の体験

プレイベントの後、センシティ１Ｆで

ステージ
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　日本語ボランテイア交流会
　９月10日(水)、千葉市国際交流プラザ会議室に
おいて午後１時半から３時半まで「学習者の言語圏
別にみた指導のポイント」をテーマに開催し、日本
語学習支援ボランティア21名が参加しました。
　参加いただいたボランテイアの方に
感謝するとともに、これらの意見や報
告を参考にして今後も事業の工夫や改
善に努めていきたいと考えています。

　参加者からの意見・報告
●各言語圏とも指導のポイントとして、学習者のレベルにあった
教材の使用に心掛けているとともに、絵カード等の副教材を用
いることが効果的である。
●国によってはタブーの話があったり、政治や宗教の話題の取り
扱いには気を使っている。
●同じ学習者と１年以上勉強できるようにして欲しい。
●最初に１年間で教える内容について計画を立てておくのが良い。

平成20年度事業報告（夏～秋）

協会事業報告

　地震に関する外国人市民へのアンケート
　千葉市には９月末現在21,284人の外国籍の方々がく
らしています。市の人口に占める外国人市民登録者数も
2.25％となり、約50人に1人は外国籍の方です。
　国内では新潟中越地震や岩手・宮城内陸地震などを始め
として大きな自然災害が続いています。いつ自然災害が起
こるか分からない中で、災害が起こった場合、外国人市民
にとって言葉の違いや文化の違いにより、どうしたら良い
かわからない場
合もでてくると
思います。
　そこで、当協
会では９月にア
ンケートを実施
し185通 の 回
答を得ました。
　アンケートの
結果では、①地
震の体験したこ
とがあるかを聞
いたところ、有
効回答のうち
64％の人が母
国で体験したこ
とがありません
でしたが、日本
での地震体験は
87％と多くの
方々が体験していました。また②防災訓練に今までに参加
したことがある方は19％で、③災害時の非常持ち出し用
の水や非常食品等を準備しているかについて聞いたところ
79％の人は準備をしていないことが分かりました。
　今後このアンケートをさらに分析し、協会事業に活かし
て行きたいと思います。
　アンケートにご協力いただいたみなさまありがとうござ
いました。

　翻訳ボランティア研修
　当協会では、㈶自治体国際化協会の助成事業として、災
害が起こった場合災害時弱者となりうる外国人市民をサ
ポートするため４回に渡って翻訳ボランティア研修を実施
しました。
　今回は、講師であり「やさしい日本語研究会」のメンバー
でもある国立国語研究所・情報資料部門の米田正人氏より、
災害が起きた時、どうすれば確実に外国人被災者に災害情
報を伝えることができるかについて寄稿していただきまし
た。
　やさしい日本語
　「やさしい日本語研究会」メンバー
　国立国語研究所・情報資料部門　米田正人
　日本には平成19年末現在、2,152,973人（法務省入国
管理局の外国人登録者数）の外国人が暮らしています。それ
らの人々の国籍（出身地）数は190ヵ国（地域）にのぼります。
国内で災害が起きたときは、これら多くの外国人も私たち日
本人同様に被災する危険性をはらんでいます。
　阪神淡路大震災の時にも多くの外国人が被災しました。そ
してその人たちに対してようやく英語での情報提供が始まっ
たのが、地震が起きてからほぼ半日後のことでした。さらに、
多言語（4～7言語）での情報提供が始まるまでには数日の
時間が必要となりました。しかし、英語をはじめとした多言
語での情報提供だけでは救われない外国人も相当数にのぼり
ました。
　国籍も言葉も異なる外国人被災者に簡潔に災害情報を伝え
るためには、多くの外国人が理解できる「やさしい日本語」
による情報提供が有効となります。「やさしい日本語」での
情報伝達にはいくつかのルールがあります。①曖昧な表現は
避ける。②複雑でわかりにくい表現は文の構造を簡単にする。
③難解な語彙を使わない。④重要度の高い情報だけに絞り込
む。などです。
　私たちは「やさしい日本語」の語彙、構文、表現を充実させ、
また誰もが作れるようなより良い「やさしい日本語」につい
て現在でも研究を続けています。一人でも多くの外国人の命
を救うために、皆さまと一緒に考え、行動していきたいと思っ
ています。
　http://www2.kokken.go.jp/gensai/
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日時：10月25日㈯　13:00～ 15:30

毎年恒例のスピーチ大会は今年で12回目を迎え、10カ国14名の日本語学習
者が１人５分の持ち時間を使ってスピーチをしました。スピーチの後の交流会
では参加者全員で童謡を合唱したり、発表者との会話を楽しんだりと交流を深
めました。

当協会の国際交流員（CIR）として
新たにナミ・カスヤが８月に赴任しま
した。プロフィールを皆さんにご紹介
します。
アメリカ・カリフォルニア州のシ

リコンバレー出身で、熱狂的な「ジェ
フ・ユナイテッド市原・千葉」のファ
ンで、日本全国どこでもサッカーの試
合の応援に出かけたりします。その他
の趣味はロッククライミングですが、
でも最近はやっていませんとのこと。
10月からは英語サロンの講師とし

て活動しており、協会窓口でもすで
にお会いした方もいると思いますが、
明るく元気な女性です。これから来年
の７月まで楽しく仕事をしていきた
いとがんばっていますので、よろしく
お願いします。

出身地　カリフォルニア、U.S.A.
任　期　平成20年８月から平成21年７月までの１年間
千葉市の最初の印象と今の印象の違い
ここに来ることが決まった時には、「東京に近いから便利か

な」としか思いませんでしたが、今では千葉市自体が大好き
です。もちろんサッカー観戦が一番大きな理由ですが、緑が
多いところや、自転車で移動しやすいところ、美術館や科学
館などの施設が充実しているところなども気に入っています。

将来の夢
将来の夢は、日本とアメリカの両方の国と関わっていける仕事に就くことです。日本

に来ることによって、言葉だけではなく、日本の細かい文化や習慣の違いに気づくこと
が出来ました。これからもずっと、この経験を活かしたいです。
英語の勉強ワンポイントアドバイス
正しい文法などを、何度も書いて覚える

のは、飽きてしまいます。興味のあるテーマ
の小説を読むか、映画を見てみるのはどうで
しょう？私も、読書が好きだったので、面白
い本を読みながら日本語を身につけました。
楽しく、自然に、語彙や文法が身につきます！

期　　間　５月９日～９月26日（８月15日
を除く）

　　　　　毎週金曜日13：30～ 15：30
受講者数　14人
講　　師　律　津　先生
講座内容　発音の初歩から文法の基礎をしっ

かり学習することを目指しました。

受講者の感想
●先生に時々は厳しく、でも楽しく教えて頂き
とても良かった。

●話す機会が多く大変だったが、充実した講座
でした。

●是非、この講座の続きを希望します。

はじめての中国語（全20回）
期　　間　５月８日～９月４日（５月29日、８月14日を除く）
受講者数　39人
講　　師　松本明子　先生
講座内容　初級日本語教授に必要な知識の
　　　　　習得及び演習を行いました。
受講者の感想
●既にボランテイアを始めているが、指導
方法について悩んでいたときでもあり大
変参考になりました。
●まだ活動していないが、教え方の基本や
意義が分かってきて良かった。
●受講している方達とも親睦を深めること
が出来たのも良かったと思う。
●日本語の難しさが分かりました。

日本語学習支援ボランティア養成講座  前期（全16回）

C I R 活 動報告

協会事業報告

聴衆者の感想
●日本での経験を自分のこ
とばでユーモラスに話し
てくれて楽しかった。
●国は近くても違うところ
がたくさんありますね。
●日本及び日本人に対する
見方に感心しました。
　…等

第12回 国際交流推進スピーチ大会

英語サロンの様子
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受講期間
日 時

応募方法

応募締切

そ の 他

定　 員
講　 師
講座内容

教　 材
受 講 料

応募資格

平成21年1月9日～3月13日
毎週金曜日　13:30～ 15:30
20名
律　津 
中国語を半年程度学んだ方を対象に中級へのス
テップアップを目指します。
プリント教材
全10回7,000円　賛助会員の方は5,000円
＊別途教材費500円
当協会賛助会員及び平成20年11月30日までに
協会ボランティアに登録された方で協会主催の
はじめての中国語（初級中国語）講座を受けた方、
あるいは、それと同等の中国語のレベルの方。

外国人法律相談  ホームビジットボランティア募集

新聞コーナー
雑誌パンフレットコーナー
「JAPAN TIMES」「人民日報」等 英
語、中国語、スペイン語、ポルトガル
語の新聞や雑誌をそろえています。
ふれあいボード
国際交流に関する掲示板

第一会議室：50㎡　12人～24人用
第二会議室：80㎡　24人～36人用
２室あわせて、130㎡　44人～ 66
人用の大会議室としてもご利用いただ
けます。

●相談日時：平成21年
　　　　　　１月19日㈪・３月16日㈪
　　　　　　各日とも13：00～16：00
●定員：８名（先着順）
●言語：日本語
※日本語を話せない方は
①できる限り通訳を同伴してください。
②通訳を同伴できない人は、事前に相

協会での日本語を勉強している外国人市民や市内大学に通
う留学生に「日本の家庭」を紹介してみませんか？
受入期間

受入内容

受入条件

登録方法

半日（３時間程度の滞在で宿泊は伴いません。）
自宅で、一緒に食事したり（あるいは作ったり）、お茶や
お話をしながら日本の一般家庭を紹介。
家族全員がホームビジットボランティアに賛同すること。
協会窓口で所定の用紙に記入。
※すでに協会ボランティアに登録されている方は電話で
も受け付けます。

国際交流プラザ（新事務所の紹介）

①郵送の場合　往復はがきに、希望講座名、氏名、住所、
電話番号、賛助会員番号、ボランティアIDを明記の上、
協会まで郵送（住所は本誌P6参照）。復信には何も記
入しないでください。

②窓口の場合　通常はがき（未記入）と、希望講座名、氏名、
住所、電話番号、賛助会員番号、ボランティアIDを明
記した用紙を持参。お子様連れの受講はご遠慮ください。

平成20年12月20日（土）17:00必着

各講座は国際交流プラザ会議室（千葉中央ツインビル2
号館8階）で行います。また、クラス全体のレベルによ
り内容を変更する場合があります。受講可否通知は12月
25日頃の予定です。

談してください。
●申込：窓口、電話、FAX、郵送、
Eメール

●締切：原則、相談実施日の10
日前

※外国人法律相談についても新
しい国際交流プラザが会場と
なりますのでご注意下さい。

　外国人市民が抱える法律一般にかかわる
問題について無料で弁護士に相談できます。

姉妹友好都市コーナー
千葉市の７つの姉妹友
好都市を紹介する展示
コーナー

交流ラウンジ
待ち合わせや自習に
ご利用ください。

日本語学習スペース
学習用テーブルを15卓に
増やします。

インターネットコーナー
高速ブロードバンドを使用
した端末を２台設置。無料
でご利用できます。

外国人相談窓口
英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペ
イン語、ポルトガル語による相談を
受け付けています。プライバシーに
配慮した相談室を新設しました。トイレ

第二会議室

第一会議室

身体障害者用
トイレ

㈶千葉市
国際交流協会

相談室

平成20年度後期講座のご案内 《ステップアップ中国語（全10回）》

新しく生まれ変わった国際交流プラザをぜひご利用ください。

千葉中央ツインビル
２号館８階

協会からのお知らせ
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賛助会員募集！ 　協会の事業は多くの市民の皆様の支援によって支えられています。協会の事業に
ご理解・ご賛同いただき、是非賛助会員にご加入ください。賛助会員会費は協会事
業の運営費として地域の国際協力事業等に活用させていただいています。

賛助会員限定講座・受講料割引の講座を開催します。ぜひご入会ください。 
●年会費：個人…１口　２，０００円（1口以上／年）　団体・法人…１口　１０，０００円（1口以上／年）
　年会費は毎年４月から翌年３月末までの期間の会費です。
●特　典：★協会情報誌「年４回発行」送付による情報提供　★協会主催有料講座の受講料割引　★各種イベントでの会員特典
　法人会員の皆様へ　個人を対象とした特典（受講料割引、各種イベント特典）について、法人会員の方は５名までが対象となります。
●入会方法：賛助会員に関心ある方は申込用資料をお送りいたします。協会窓口・郵送で随時受付ています。
賛助会員の方で「ふれあい」を次号より、e-mail での送付を希望される方は協会（下記）までご連絡ください。

編集・発行　財団法人 千葉市国際交流協会
〒260-0013　千葉市中央区中央２－５－１千葉中央ツインビル２号館８階

URL http://www.ccia-chiba.or.jp/
e-mai l  ccia@ccia-chiba.or . jp

043-202-3000
043-202-3111

TEL

FAX

千葉市国際交流プラザ

月～金  9：00～20：00
土　  9：00～17：00

CLOSE
日・祝・年末年始（12/29～1/3）

OPEN

↑至東京
　To Tokyo

↑至稲毛
　To Inage

至成田→
To Narita

JR千葉駅
JR Chiba St.

京成千葉駅
Keisei Chiba St.

そごう
Sogo

↖至市役所
　To Chiba City Hall

駅前交番
Police Box in front of a Station

京葉銀行文化プラザ
Keiyo Bank Culture Plaza

Bee-One

三越
Mitsukoshi

東京電力
Tokyo Electric Power Company

NTT

千葉市民会館
Civic Hall

要町交番
Kanamecho Police Box

東千葉駅
JR Higashi-Chiba St.

千葉神社
Chiba Shrine

中央公園
Chuo Park

三井ガーデンホテル
Mitsui Garden Hotel

パルコ
Parco

Chiba City International
Association

若葉郵便局
Wakaba Post Office

中央区役所
Chuo Ward Office

千葉中央駅
Chiba Chuo St.

↓至蘇我
　To Soga

↓至県庁
　To Chiba Prefectural Office

㈶ 千葉市国際交流協会
千葉中央ツインビル２号館８階
千葉市国際交流プラザ内
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広告募集  協会情報誌「ふれあい」、英文情報誌「The New Gateway」に広告を出しませんか？  次回は平成21年４月発行予定！
年４回、各３,０００部の発行です。広告掲載希望の方は協会までご連絡ください。
＜費用＞　1誌につき１回　５,０００円
＜掲載サイズ＞　たて　45mm　×　よこ　85mm

情報誌配布場所一覧
（千葉市内）

協会賛助会員（個人・団体）、JR千葉駅、アクアリンクちば、千葉三
越、区役所、市民センター、コミュニティセンター、公民館、郵便局、
千葉県中央旅券事務所、市内大学、語学学校、市民会館、県文化会館、
美術館、いきいきプラザ、図書館、ことぶき大学ほか

※黒字は「ふれあい」のみの配布場所になります。

古紙配合率１００％再生紙使用

　毎年11月中旬から12月下旬まで千葉ポートタワーの壁面にクリスマスツ
リーが現れ、約3,500球の電球で飾られた高さ100メートル幅30メートルの巨
大クリスマスツリーに雪が舞い降りるイルミネーションが開催されています。
　鳥や魚などが彫られた背の高いトーテムポールは、カナダノースバンクー
バー市においても点在しています。千葉市においては、千葉市動物公園に姉妹
都市提携20周年の際、ノースバンクーバー市から寄贈されたトーテムポールが
あります。その他、千葉ポートタワーに隣接するポートパークでは、千葉港の
姉妹港アメリカ・ポートランド港より送られたトーテムポールが見られます。
千葉市動物公園又はイルミネーションで飾られた千葉ポートタワーへ行かれた
際はちょっと足を延ばして見てみませんか。
[ポートタワーイベント情報]
●～ 12月25日　クリスマスイルミネーションツリー＆イルミネーションショー
　「恋人たちのクリスマス」ハート型南京錠＆おみくじ販売
　スカイオープンデッキ開放（毎週土曜日）
●12月７日、21日　クリスマスフリーマーケット・地産地消
●12月14日　千葉ロッテマリーンズデー
●12月21日　ちはなちゃんクリスマスプレゼント
●12月23日　クリスマスキャンドルナイト
　　　　　　ジェフユナイテッド千葉デー
●１月１日　初日の出観賞（先着200名）

住所：千葉市中央区中央港１丁目千葉ポートパーク内
営業時間：６月１日～９月30日９:00～ 21:30
　　　　　10月１日～５月31日９:00～ 19:00
お正月臨時開館についてはお問い合わせください。
お問い合わせ：TEL 043－241－0125
ホームページ：http://port-tower.chibacity-ta.or.jp/

千葉市ポートタワー

千葉市は、姉妹友好都市が７つあります。それぞれの都市に行くには…実は近くにあるのです。

　今回ご紹介した「千葉ポートタ
ワー」の入館招待券を50組100名
様にプレゼント。
　はがき・FAX・e-mailに①住所②
氏名③協会へのご意見・ご感想を明
記し、下記宛先まで。なお、当選者
の発表は発送をもって代えさせてい
ただきます。

12月11日㈭必着

　今回ご紹介した「千葉ポートタ

千葉ポートタワー
入館招待券プレゼント！

聞に出ていました。語呂合わせやおや
じギャグなど言葉遊びのできる日本語も
医療や法律など専門的言葉になると翻訳
するには、非常に難しく、また、相手の
国にないものを翻訳する場合、どう表現
したら伝わるのかを毎回考えてしまいま
す。情報発信をしていく中で「難しいこ
と」を「やさしく」伝えることはたいへ
んなことですが、この情報誌を含め、「や
さしく伝えること」をこれからも心掛け
ていきたいと思います。
　今後とも「ふれあい」をご愛読くださ
いますようお願いします。また、協会も
12月より新たな場所に移りましたので、
ぜひ、皆さん新しい場所にも来てくださ
い！　　　　　　　　　　　　（Ｋ．Ｋ）

　濁点の付け替えで意味が
一変するというので「刷
毛（はけ）に毛がありはげ
に毛がなし」というのが新

応募締切

編
後
集
記

（ ）入館は閉館時間の
30分前まで

姉妹都市と千葉市内の施設 3姉妹都市と千葉市内の施設知っていますか？


