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協会HP

スマートフォン画面への対応や、自動翻訳による100 以上の多言語へ対応、語学講座など
のウェブ上からのお申込みなどができるようになりました。
是非、新しく生まれ変わった千葉市国際交流協会のホームページをご覧ください

２月１日より、
千葉市国際交流協会のホームページが新しくなりました。
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特集　令和 3 年度外国人生活相談
【相談概要】
　当協会では、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ベトナ
ム語の相談スタッフが生活相談に対応しています。令和3年
度は、内容別では、コロナ関連約 23％が最も多くなり、続
いて日本語学習22％、暮らし14％、外国人登録・在留・帰
化 7％となりました。

【コロナ関連相談について】
　コロナ関連でも特に、「接種券が届かない」、「接種券が届
いたので予約を取りたいが、どうやって取っていいか分から
ない」などのワクチン接種に関するもの、「病気の妻と子供
のいる母国に数日後に帰るためワクチンパスポートが必要だ
と聞いた。どうやって取ったら良いのか。」などのワクチンパ
スポートに関するもの、「急に解雇されて収入がない、支援
はないか」などの特別各種支援や補助金、その他定額給付
金や緊急小口資金についての問い合わせが多くなりました。
　このような相談への対応に加え、コロナ関連の千葉市か
らの様々なお知らせを多言語に翻訳し、当協会のホームペー
ジやFacebookで情報発信をしました。
　当協会のホームページでは新型コロナウイルス感染症に関
する新着情報を多言語で見ることができます。お知り合いの
外国人住民の方にぜひお知らせください。

当協会ホームページURL:	https://ccia-chiba.or.jp/

　千葉市が発行している「（週報）新型コロナウイルス感染
症に関する情報」について、土屋氏を代表とする英語通訳
ボランティアグループ「EIVOC」が英語翻訳を担当していま
す。発行頻度が高いため、翻訳期間が短く大変な作業ですが、
外国人市民への情報提供の大切な一翼を担っていただいて
おります。

【その他　コロナ関連の外国人住民向け情報
（令和 4 年 2 月 4 日現在）】
新型コロナウイルス感染症に関する外国語対応ホームページ

（厚生労働省）
　新型コロナウイルスへの感染を疑う方の相談先や受診方法等
が英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国・朝鮮語、
ポルトガル語、やさしい日本語で見ることができ
ます。

【URL】	https://www.covid19-info.jp　　

新型コロナウイルス感染症関連情報　外国人生活支援ポー
タルサイト（出入国在留管理庁）
　外国人向け相談窓口、経済的支援に関すること、感染拡大防
止に関することなどの情報を多言語で見ることができます。（日本
語、やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポル
トガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、ミャ
ンマー語、クメール(カンボジア)	語、フィリピノ語、
モンゴル語

【URL】https://www.moj.go.jp/isa/support/
portal/index.html

千葉県に住む外国人のための新型コロナウィルス相談ホット
ライン　
TEL:050-3623-2395（多言語対応・土日、祝日を含む24時間）

千葉県新型コロナウイルス感染症お問合せチャットボット
サービス／Chatbot（multilingual）
　国や県が提供する情報に基づき、新型コロナウイルスに
関する様々な情報について、多言語でご案内をします。外部サイ
トへのリンクでも発熱相談窓口をご案内しています。

※対応言語（日本語、英語、中国語（繁体字・簡体字）、
韓国語、タイ語）

【URL】https://covid19-chiba.obot-ai.com/

Foreign Languages（千葉県 HP）
　千葉県がまとめている新型コロナウィルス感染
症の関連情報を見ることができます。

【URL】ht tps://www.pref.chiba . lg . jp/
international/index.html

多言語による新型コロナウイルス感染症に関する情報
( 千葉市 HP)
　千葉市がまとめている新型コロナウィルス感染症の関連情報を
見ることができます。

やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ベトナム
語

【URL】https://www.city.chiba.jp/front/
foreign.html

特特集集  令令和和 年年度度外外国国人人生生活活相相談談

【相談概要】

当協会では、英語・中国語・韓国語・スペイン語・

ベトナム語の相談スタッフが生活相談に対応していま

す。 令和 年度は、内容別では、コロナ関連約

％が最も多くなり、続いて日本語学習 ％、暮ら

し ％、外国人登録・在留・帰化 ％となりました。

【コロナ関連相談について】

コロナ関連でも特に、「接種券が届かない」、「接

種券が届いたので予約を取りたいが、どうやって取っ

ていいか分からない」などのワクチン接種に関するも

の、「病気の妻と子供のいる母国に数日後に帰るため

ワクチンパスポートが必要だと聞いた。どうやって

取ったら良いのか。」などのワクチンパスポートに関

するもの、「急に解雇されて収入がない、支援はない

か」などの特別各種支援や補助金、その他定額給付金

や緊急小口資金についての問い合わせが多くなりまし

た。

このような相談への対応に加え、コロナ関連の千葉

市からの様々なお知らせを多言語に翻訳し、当協会の

ホームページや で情報発信をしました。

当協会のホームページでは新型コロナウイルス感染

症に関する新着情報を多言語で見ることができます。

お知り合いの外国人住民の方にぜひお知らせくださ

い。

当当協協会会ホホーームムペペーージジ

【その他 コロナ関連の外国人住民向け情報（令和 年 月 日現在）】

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症にに関関すするる外外国国語語対対応応ホホーームムペペーージジ

（（厚厚生生労労働働省省））

新型コロナウイルスへの感染を疑う方の相談先や受診方法等

が英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国・朝鮮語、ポルトガ

ル語、やさしい日本語で見ることができます。

【【 】】

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症関関連連情情報報 外外国国人人生生活活支支援援ポポーータタルル

ササイイトト（（出出入入国国在在留留管管理理庁庁））

外国人向け相談窓口、経済的支援に関すること、感染拡大防

止に関することなどの情報を多言語で見ることができます。

（日本語、やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン
語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、インド

ネシア語、ミャンマー語、クメール カンボジア 語、フィリピ

ノ語、モンゴル語

【【 】】

千千葉葉県県にに住住むむ外外国国人人ののたためめのの新新型型ココロロナナウウィィルルスス相相談談ホホッットトララ

イインン

（多言語対応・土日、祝日を含む

時間）

千千葉葉県県新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症おお問問合合せせチチャャッットトボボッットトササーー

ビビスス／／ （（ ））

国や県が提供する情報に基づき、新型コロナウイルスに関する

様々な情報について、多言語でご案内をします。外部サイトへ

のリンクでも発熱相談窓口をご案内しています。

※対応言語（日本語、英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国

語、タイ語）

【【 】】

（（千千葉葉県県 ））

千葉県がまとめている新型コロナウィルス感染症の関連情報を

見ることができます。

【【 】】

多多言言語語にによよるる新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症にに関関すするる情情報報 千千葉葉市市

千葉市がまとめている新型コロナウィルス感染症の関連

情報を見ることができます。

やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、

ベトナム語

【【 】】

【【ホホ ーー ムム ペペ ーー ジジ 】】
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【【ホホ ーー ムム ペペ ーー ジジ 】】

最新のコロナ週報はこちら
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事業報告

○やさしい日本語研修　
　11月から1月にかけて、やさしい日本語研修を行いました。
6か所合計で50名以上の方が参加しました。
やさしい日本語とは、外国人にも伝わりやすい日本語のこと
です。
千葉市に住む外国人市民の中には、日本語使用にあまり慣
れていない方もいます。彼らが日本語を習得することに加え、
生活場面や職場で外国人と接する日本人の中に「やさしい日
本語」を使える人が増えれば、コミュニケーションの壁を低
くすることができます。お互いの理解も進みます。
　今回の研修では、やさしい日本語がいつ、どのようにして
できたのか、どのようなものなのか、作り方の基本、注意す
ることを学んだ後、実践をグループワーク等で行いました。
参加者からは「「やさしい日本語」がとても身近に感じられ
た。」「書くだけでなく、話すときにも利用するということを
認識しました。」などの感想をいただきました。

○ 1 月から全 5 回で「はじめての韓国語」講座を行いました。　
講師の協会スタッフYさんは、料理がとってもお上手です。
そこで今回はYさん特製のレシピをご紹介します。
柔らかお肉で、お子さんもご年配の方もモリモリ食べられますよ。
辛いのがお好みの方は、一番最後に唐辛子を加えてください。　

※作り方
●牛肉のこま切れに砂糖と蜂蜜を入れて混
ぜる。20 分位置く。
●すりおろし玉ねぎ、すりおろしにんにく、
醬油、コショウを入れて混ぜてから、ご
ま油大さじ1を入れて混ぜる。
●10 分位置く。
●材料を食べやすく切って、
牛肉にごま油大さじ2と
一緒に混ぜる。熱したフラ
イパンに炒めて完成♪

牛肉のこま切れ	 ５００g
椎茸	 ２～３個
玉ねぎ	 １/２
人参	 １/６
長ネギ	 １/４
砂糖	 大さじ２
又は、蜂蜜(オリゴ糖)	大さじ１
すりおろし玉ねぎ
　　　	( 又は、梨 )	 大さじ２
すりおろしにんにく	 大さじ１

醤油	 大さじ６
コショウ	 少々
ごま油	 大さじ３

○「ちば市国際ふれあいフェスティバル2022」ビデオメッセージ：公開
　さまざまな文化や国際交流・国際協力への理解と関心を
深めていただくため、市内の国際交流・国際協力団体が連
携し、例年は市民会館小ホールで開催しておりますが、新型
コロナウイルス感染症の影響で今年も対面イベントは中止と
なってしまいました。
　昨年に引き続き、「ふれあいフェスティバルの未来への想
いを繋ぐために！」参加団体と協力しビデオメッセージを作
成しました。
　協会ホームページまたはフェイスブックからご覧いただけ
ます！!

○コロナ禍と思い出のヴェルヴェットケーキ
千葉市国際交流員のモンカレアノさん（カナダ出身）

　カナダでもコロナ禍での「おうち時間」活用で、新たな趣
味を始める人が続出しました。
　パン作りやお菓子作りもその一つで、Youtubeでもパン作
り・お菓子作りを指南する動画も多数登場し、その熱はヒー
トアップ。私の母(カナダ在住)は、スーパーで働いていますが、
小麦粉がスーパーで品薄が続いた時期もあったそうです。
　実は私の母は、お菓子作りを「副業」にしています。知人
から依頼があると、ウェディングケーキや子どもの誕生祝の
お菓子など、さまざまなものを作っています。
　中でも、私の思い出深いお菓子は、誕生日にいつも作って
くれる「レッド・ヴェルヴェットケーキ (red	vevlet	cake)」。
カナダではとてもポピュラーですが、日本ではあまり見かけ
ないのがちょっとビックリ (@_@)。
　鮮やかな赤色の生地はしっとりしていて、ふわりと軽い食
感が特徴です。今では食紅で着色するのが普通ですが、中ま
で真っ赤な根菜ビーツを使って着色することもあります。ク
リームチーズやバタークリームの白と、生
地の赤のコントラストが美しいケーキです。

インターネットで
も、さまざまなレ
シピが掲載されて
いますので、皆さ
んもぜひ挑戦して
みてください。

☆불고기	( プルコギ ) レシピ
※材料

コ ラ ム

レッドヴェルヴェットケーキ 母お手製のウェディングケーキ

【動画前編】 【動画後編】

下記QRコードからも、動画をご覧いただけます。
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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

実践ベトナム語
全 5回

6/4～ 7/2
14:00 ～16:00
毎週土曜日
予備日　
7/9　7/16

10人

ベトナム語に触れたことがある方が対象です。
ベトナム出身の講師が、ベトナムの文化や風
習について、やさしいベトナム語で紹介しな
がら、ベトナム語を学びます。
講師：協会職員　須本（ベトナム出身）	 5,000 円

賛助会員は
2,500 円

応募締切
5/13（金）
17:00

結果通知
5/20（金）までに
応募者に連絡します実践中国語

全 5回

6/7～ 7/5
14:30 ～16:30
毎週火曜日
予備日
7/12　7/19

10人

中国語で日常会話ができる方が対象です。中
国で使われるインターネットスラング（ググる・
コピペなど）や現代中国の流行語など、続々
と生まれてくる新しい中国語を講師が紹介し
ながら、中国語を学びます。
講師：協会職員　律	津（中国出身）

応募資格	 当協会賛助会員または協会ボランティアに登録している人
	 （新たに賛助会員加入またはボランティア登録する方も応募できます）
申込方法	 千葉市国際交流協会ホームページ　申込ページよりお申込みください。

実践ベトナム語講座・実践中国語講座の詳細ページ及び申込ページは２０２2年４月中旬に公開予定です。
注意事項	 応募多数の場合は、抽選となります。

１. 語学サロン（オンライン）

２. 日本語学習支援（一部オンライン）
講座名 日時 定員 内容等 受講料 応募方法

初級クラス①
全30回
（オンライン）

5/21～ 9/14
水曜日
19:00-21:00と
土曜日
10:00-12:00

10人程度

日本語の基礎的な文の作り方や語彙・表
現を習得しながら、自分のことや自分の
経験・意見などを伝えられるようになりま
す。
初級レベル1

3,000 円
（1,000 円×
3回払い可）

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
nihongo@cc ia -
chiba.or.jp

初級クラス①
全30回
（対面）

5/17～ 9/9
火曜日と金曜日
16:00 ～18:00

10人程度

初級クラス①　
（保育付き、対面）
全30回
（対面）

5/16～ 9/12
月曜日と木曜日
10:00 ～12:00

10人程度

初級クラス②
全30回
（対面）

5/17～ 9/9
火曜日と金曜日
10:00	～	12:00

10人程度
身近なテーマで、自分の経験や考えを伝え
られるようになります。初級後半の文法も
学びます。
初級レベル2

3,000 円
（1,000 円×
3回払い可）

読み書きクラス
全10回
（対面）

 6/1	～	8/3
水曜日
13:30 ～	15:30

10人程度

「話せるけれど、ひらがな、カタカナの読
み書きはちょっと苦手…」という人のため
のクラスです！！
ひらがな、カタカナ、漢字の読み書き、か
んたんな文をつくって書く、やさしい文を
読む、ことをします。

1,000 円

グループ学習クラス
全12回
（対面）

5/18	～	8/3
水曜日
10:00 ～12:00

10人程度
上記の長期クラスに参加できない人のため
のクラスです。
入門～読み書きレベル

1,200 円

生活クラス
全8回
（対面）

6/1～
1回1.5 時間 
日にち選択制

5人程度
生活場面で必要な実用的な日本語を、オ
ンラインでの自習と、日本語交流員等との
対面での体験学習を通じて学びます。
初級レベル

1,200 円

にほんで　はなすかい
（オンライン）

5月～毎月4回
火曜日
19:00-20:00
金曜日
14:00-15:00

定員なし
日本人・外国人とグループで話しながら、
コミュニケーションの力をつけます。
初級レベル

無料

募集・お知らせ

講座は千葉市国際交流協会（プラザ）もしくはオンライン（zoom）で行います。
オンラインで実施するものに関しては「講座名（オンライン）」と表示します。
※協会地図は裏表紙をご覧ください。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、事業の一部が延期や中止、	開催方法が変更になる可能性があります。
最新情報は協会HPやフェイスブックでご確認ください。
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その他

３. ボランティア研修
　講座名 日時 定員 内容／申込みアドレス	等 受講料 応募方法

日本語交流員
講座
全５回

6/4～ 7/2
土曜日
13:30 ～15:30

15人
程度

外国人市民との交流や日本語学習支援に役
立つ知識やスキルを学びます。

対象：千葉市内で外国人市民との交流や日
本語支援の活動を行う意思のある方
例：自治会の方、仕事で外国人市民と対応する方、
日本語教室の方

3,000 円
（賛助会員価
格の設定はご
ざいません）

①Ｅメールの場合
下記に必要事項を明記し、送信
してください。
nihongo@ccia-chiba.or.jp
詳しくはホームページをご覧くだ
さい。
②窓口の場合
窓口で所定の用紙にご記入くだ
さい。

注意事項：お子様連れの受講はご遠慮ください。

外国人のための生活ガイダンス

国際交流・国際協力団体活動助成申請団体を 5 月から募集します。

千葉市青少年交流事業について

千葉市に住んでいる人（主に千葉市に
転入して間もない方）を対象に、医療
や教育、福祉について外国語で説明し
ます。
申込方法：電話、メール、ホームペー
ジ で 受 付（guidance@ccia-chiba.
or.jp）で希望の時間や方法（窓口・オ
ンライン）と一緒にお申込みください。

詳細はこちら

詳細はこちら

曜日・時間はこちら

「外国人のお父さん・お母さんおしゃべりサークル」（オンライン）

生
せいかつそうだん

活相談／Daily Living Consultation Desk／生活咨询窗口／외국인 시민을 위한 생활 상담 창구

／Consultas／Cố Vấn Cuộc Sống cho Công Dân Nước Ngoài ở Tỉnh Chiba

妊娠や子育てでわからないこと等保健師さんと相談もできます。通
訳が必要な場合はご相談ください。
申込方法 電話またはメール（ccia@ccia-chiba.or.jp）でお申込み
ください。
４月12日（火）１０：００～１１：００
５月10日（火）１０：００～１１：００
６月14日（火）１０：００～１１：００
７月12日（火）１０：００～１１：００

国際交流・国際協力に関する団体の活動に、経費の一部を助成します。
詳細は協会ホームページをご参照ください。URLは裏表紙参照

協会ホームページでご確認ください。URLは裏表紙参照

弁護士による無料法律相談
申込方法：電話または窓口でお申込みください。

言語：英語・中国語・韓国語・スペイン語・ベトナム語
相談方法：窓口、電話、e-mail
TEL:043-245-5750	
E-MAIL:	ccia@ccia-chiba.or.jp

日
ひ
にち

日期・DATE
曜
ようび
日

星期・Day	of	the	week
時
じかん
間

时间・TIME

2022 年
ねん
4 月
がつ
9
ここのか
日

April	9
土
ど
曜
ようび
日

星期六・Saturday 13:00 ～ 16:00

2022 年
ねん
4 月
がつ
25 日

にち

April	25
月
げつようび
曜日

星期一・Monday 13:00 ～ 16:00

2022 年
ねん
5 月
がつ
14 日

にち

May	14	
土
ど
曜
ようび
日

星期六・Saturday 13:00 ～ 16:00

2022 年
ねん
5 月
がつ
23 日

にち

May	23	
月
げつようび
曜日

星期一・Monday 17:00 ～ 20:00

2022 年
ねん
6 月
がつ
13 日

にち

June	13
月
げつようび
曜日

星期一・Monday 13:00 ～ 16:00

2022 年
ねん
7 月
がつ
9
ここのか
日

July	9
土
ど よ う び
曜日

星期六・Saturday 13:00 ～ 16:00

2022 年
ねん
7 月
がつ
25 日

にち

July	25
月
げつようび
曜日

星期一・Monday 17:00 ～ 20:00
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 HP facebook 地図

賛 助 会 員 募 集
会費	 学生・外国人会員：１人	1,000	円より／半年

個人会員：	1	人	2,000	円より／年
団体・法人会員：	1	団体・法人	10,000	円より／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。
③千葉市美術館観覧料２割引・千葉市科学館入館料２割引 (※1)
※1千葉市科学館セット割の割引はありません
※2割引の利用時には窓口で賛助会員証（有効期限内）を提示してください

次号は令和４年 8 月発行予定！
年３回各回２，５００部発行しています。
費用　１単位５，０００円（サイズ縦４５㎜×横８５㎜）
配布先例	 千葉市国際交流協会賛助会員、区役所、コミュニティセンター、

公民館、千葉市美術館、千葉市生涯学習センター、図書館ほか

広告
募集

協会情報誌ふれあいに広告を
出しませんか？

「情報誌ふれあい」の最新号・バックナンバーはインターネット
でも読めます。また、協会のことが分かる「パンフレット」もあ
りますのでご覧ください。

パンフレット情報誌QR


