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第６回日本語交流会
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ふふれれああいい

　外国にルーツをもつみなさんが、日本に暮らして感じたことや母国の紹介、将来の夢等を
日本語で発表します。外国人の方々による発表を見たり聞いたりして一緒に楽しみませんか。

日時：２０２２年１０月２２日（土）　１４：００～１６：3 ０（予定）
参加費：無料
新型コロナウイルス感染症の影響により、開催方法の変更や来場人数を制限することがあります。
詳細事項は９月～１０月に協会 HP、Facebook に掲載しますので、ご確認ください。
※地図や問い合わせは、裏表紙をご覧ください。

発表の様子 ( 昨年度 )

発表後の感想 ( 昨年度 )
発表者とボランティアの皆さん ( 昨年度 )

協会 HP

P5  ウクライナ避難民支援事業
  外国人留学生交流員の紹介
P6・7  賛助会員のみなさまへ 御礼
P8  協会について
  編集後記　(THANKS)



2 ふれあい105号

公益財団法人千葉市国際交流協会　Chiba City International Association

令和４年度 事業計画
（詳細は協会 HP 内「協会概要」▶「情報公開」でご覧いただけます）
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、事業の一部が変更や中止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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多文化理解推進事業

外国人市民支援事業

市民活動支援事業

情報収集・提供

受託事業

○交流サロン
外国人の保護者向けのおしゃべりサークル
外国人との交流会や学校での文化紹介
日本語交流会

○青少年交流
姉妹都市との青少年交流（派遣・受入）は新型コロナウイルス
感染症の影響により中止
オンラインによる交流を一部都市と実施予定

○語学講座
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ベトナム語サロン
その他、世界一周文化体験の
語学サロンを企画

（詳細は○ページ）
○多文化共生推進

やさしい日本語ガイダンス

○日本語学習支援（生活支援とコミュニケーション支援）
外国人参加者と日本語ボランティア（交流員）
１対１での対話交流
日本語クラス、日本語教育・支援に携わる人材の育成、日本語教室
への支援等

○外国人生活相談
多文化共生コンシェルジュや生活相談員による日常生活の悩み等対応
公的機関と外国人市民との通訳
市役所コールセンターの多言語対応支援
千葉市に転入して間もない外国人を対象とした生活ガイダンス

○外国人法律相談
弁護士との無料相談を開催（年２０回）

○外国人留学生交流員
市内在住・市内大学に通う留学
生を交流員に任命し留学生キー
パーソンとして育成

○災害時外国人市民支援
九都県市合同防災訓練参加、
防災教室開催等

○ボランティアコーディネート
日本語交流員、通訳、翻訳、災害時語学、文化紹介等の登録推進
と活動のコーディネート

〇コミュニティ通訳・翻訳サポーター
外国人市民に対し、行政手続き・医療等の分野において情報伝達の
支援を行う。

○ボランティア研修
日本語交流員向け対話型学習活動の普及促進に向けた研修

○国際交流・国際協力団体活動助成
市内ボランティア団体の外国人支援・国際協力・国際交流の経費
助成

○ちば市国際ふれあいフェス
ティバル支援

市内の国際交流・協力団体
による活動紹介や交流の場
としてのフェスティバルを事
務局として支援

○日本語教室ネットワーク
市内日本語教室・国際交流
協力団体に関する情報提供

○ホームページ運営
ホームページや Facebook での情報発信、千葉市に合わせた災害
情報発信
オンライン上での活動スペースの予約や、講座の申し込み、各種支
払いができるよう整備

○協会情報誌発行
情報誌「ふれあい」発行（年３回）

○外国人のための「ちば市政だより」
市政だよりを始めとする生活情報を100 以上の言語に自動翻訳に
対応したホームページに掲載するとともに、やさしい日本語で提供（毎
月）

○情報ラウンジ
ふれあいボード（市民間情
報交換掲示板）の設置やボ
ランティア活動資料の提供
等

○国際交流プラザ運営業務（千葉市からの受託事業）
会議室利用等プラザに関する管理運営

○国際交流ボランティア育成業務（千葉市からの受託事業）
通訳ボランティアによる「国際交流ボランティア・ リーダー会議」を
開催し、地域における通訳や翻訳に係る支援活動を促進

○「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業（千葉市からの受
託事業）

千葉市地域日本語教育推進会議の設置、日本語クラスの開催、人
材育成、地域日本語教室支援等

交流サロン「カナダ外交官による講演会」

青少年交流事業 ( オンライン )

防災教室

ちば市国際ふれあいフェスティバル

ホームページ

交流サロン「日本語交流会」

令和 4 年度 事業計画書
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相談窓口の紹介
・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 Cuôc̣ Sống cho Công Dân Nươ ć Ngoài ở Tin̉h Chiba ／
Консультаційний центр

窓
まどぐち

口・電
で ん わ

話・E-mail でくらしの相
そうだん

談を受
う

け付
つ

けています。　　

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口で相談する場合は次のことに注意してください
①自宅で体温を測ってから、来てください。 ②熱・咳などの風症状のある人は、利用できません。 
③入る前に手を消毒してください。 ④マスク ( 不織布推奨 ) をしてください。
⑤大きな声を出さないでください。

各言語での対応曜日と時間  ウクライナ避難民支援のため、新たにウクライナ語が加わりました！
言語 曜日 時間 言語 曜日 時間

英語
English

月～土
Mon. to Sat. 9:00 ～15:30

スペイン語
Español

火・水・土
Martes,
 Miércoles
Sábado

10:00 ～16:30

中国語
中文

月
周一 14:00 ～19:30

火・水・木・金
周二・三・四・五 9:00 ～19:30

ベトナム語
Tiếng Việt

水
thứ 4 14:00 ～19:30

土
周六 9:00 ～15:30 金 ･土

thứ 6・thứ 7 10:00 ～16:30

韓国語
한국어

月･ 火 . 木
월・화 ・목 9:00 ～15:30 日

にほんご
本語 月

げつ
～金
きん 9：00 ～19：30

土
ど 9：00 ～16：30

ウクライナ語
Українкский

火・水・金
втр.срд .птн 10:00 ～16:30

この言語の他にタイ語やインドネシア語、ミャンマー語など 100 以上の言語についても、「タブレット端末」内の翻訳アプリ（「VoiceTra」、「Google
翻訳」）を利用し、「音声」や「文字」で対応します。

外国人のための生活ガイダンス
　千葉市に住んでいる人を対象に、医療や教育、福祉について外国語で説明します。
　申込方法：電話または、WEB 上からお申込みください。
　希望の時間や方法（窓口・オンライン）をお伝えください。

「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）
　妊娠・出産や子育てでわからないこと等、保健師さんに相談することもできます。
　通訳が必要な場合はご相談ください。
　①９月１３日（火）１０：００～１１：００　②１０月１１日（火）１０：００～１１：００
　③１１月８日（火）１０：００～１１：００　④１２月１３日（火）１０：００～１１：００

外国人法律相談
　外国出身の方が、弁護士に無料で相談できます。（年間２０回開催）
　申込方法：電話または窓口でお申込みください。
　今年度の日程は協会 HP　ホーム ▶ 相談する ▶ 無料法律相談で確認できます。

＜外国人のための法律相談＞
相談日程一覧はこちら

日にち
日期・DATE

曜日
星期・Day of the week

時間
时间・TIME

2022 年 8 月 13 日
August 13

土曜日
星期六・Saturday 13:00 ～16:00

2022 年 8 月 22 日
August 22

月曜日
星期一・Monday 13:00 ～16:00

2022 年 9 月 10 日
September 10

土曜日
星期六・Saturday 13:00 ～16:00

2022 年 9 月 26 日
September 26

月曜日
星期一・Monday 17:00 ～ 20:00

2022 年 10 月 17 日
October 17

月曜日
星期一・Monday 13:00 ～16:00

2022 年 11月 12 日
November 12

土曜日
星期六・Saturday 13:00 ～16:00

2022 年 11月 21日
November 21

月曜日
星期一・Monday 17:00 ～ 20:00

2022 年 12 月 10 日
December 10

土曜日
星期六・Saturday 13:00 ～16:00

2022 年 12 月 19 日
December 19

月曜日
星期一・Monday 13:00 ～16:00

●千葉市の地域社会貢献者として当協会ボランティア (グループ ) が表彰されました。
当協会で長年、ちば市政だよりから記事を抜粋して、やさしい日本語に毎月翻訳されている「やさしい日本語グループの

“THANKS”さん」が表彰されました。おめでとうございます！  THANKS さんの詳細は P8 の編集後記を参照

相談日程一覧

多言語での案内チラシ

相談日程一覧

WEB での案内と申込

チラシでの案内
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講座のご案内

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）

募集・お知らせ

対面の講座は、全て千葉市国際交流協会（プラザ）が会場です。※地図は裏表紙を御覧ください。
　また、対面の場合は新型コロナウイルス感染症の影響により、事業内容の変更や中止になる場合があります。最新情報は協会 HP や Facebook
でご確認ください。

講座名 日時 定員 内容／申込みアドレス 等 受講料 応募締切

世界一周文化体験
全 6 回

10/1～11/12
土曜日（10/22 除く）
10:00 ～12:00
予備日：11/19

30 人
程度

ウクライナ、ジャマイカ、中国、韓国、ベトナム、
メキシコの国々の食、音楽、地域の最新情報等、
ここでしか聞けない話を通して新しい世界を体験
しませんか。
講師：各国出身協会職員など
Email：ccia@ccia-chiba.or.jp

5,000 円
賛助会員は
2,500 円

9/20（火）
必着
結果通知は
9/22（木）
以降

＜語学講座共通＞
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）
オンライン会議システム zoomで参加できる方
申込方法
　オンライン会議システムで E メールを利用しますので E メールでお申込みください。
メール本文に①講座名、②氏名（ふりがな）、③住所、④ TEL、⑤賛助会員の方は会員番号、⑥語学サロンを知ったきっかけ、を明記して上記申し
込みアドレス宛に送信してください。
注意事項
　応募多数の場合は、抽選となります。
　zoom 参加で必要なもの：
① PC またはタブレット　② web カメラとマイク、スピーカー（①の機器に付いていない場合）
③インターネット環境

　下記クラスレッスンのほか、日本語交流員との 1 対１の日本語活動も実施しています（通年）。
　随時協会ホームページで参加者募集をしていますのでご確認ください。
　参加対象は千葉市在住・在勤・在学の方です。

講座名 日時 定員 内容等 受講料 問合せ方法

初級クラス１
全 30 回

（対面）

10/4 ～ 2/7
火曜日と金曜日
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、身近なテーマの会話や文章の意味
が分かり、自分のことが言えるようになります。
教材 :「わたしを伝える日本語」　
日本語能力検定 N4 レベル

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。
お申込み前にコーディ
ネーター面談をします。
申込アドレス
nihongo@ccia-chiba.or.jp

また、協会 HP からも
クラスに関する問い合
わ せ や 日 本 語 理 解 度
チェックの予約ができ
ます。

日本語クラス紹介ページ

初級クラス 2
全 30 回

（子ども同行可、対面）

10/3 ～ 2/13
月曜日と木曜日
10:00 ～ 12:00

10 人
程度 初級クラス1に引き続き、身近なテーマの会話

や文章の意味が分かり、自分のことが言えるよ
うになります。初級後半の文法も学びます。
日本語を使って実践的な活動もします.
教材 :「わたしを伝える日本語 2」
日本語能力検定 N4 レベル

初級クラス 2　
全 30 回

（対面）

10/4 ～ 2/7
火曜日と金曜日
16:00 ～ 18:00

10 人
程度

初級クラス 2
全 30 回

（オンライン）

10/8 ～ 2/15
水曜日 19:00 ‐ 21:00
土曜日 10:00 ‐ 12:00

10 人
程度

読み書きクラス
全 10 回

（対面）

10/5 ～ 12/14
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、漢字の
読み書きはちょっと苦手…」という人のための
クラスです。　
文字の読み書き、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
12 回

（対面）

8/20 ～ 11/5
土曜日

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。
〇まったくわからない人も参加できます。

1,200 円11/9 ～ 2/22
水曜日

10:00 ～ 12:00

生活クラス
全 8 回

（対面）

10/1 ～ 2/7
火曜日 10:00 ‐ 11:30
土曜日 10:00 ‐ 11:30

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
〇千葉市国際交流プラザ以外でクラスをするこ

とがあります（交通費は自己負担）
〇練習で買い物をすることがあります（自己負担）

1,200 円

にほんごで
はなすかい

（オンライン）

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。
初級終了レベル

無料
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３. ボランティア研修
　令和３年度まで「新基本講座基礎編・実践編」や「日本語学習支援者講座」の名称で開催していた講座の内容を一部変えて、開催します。

参加対象者
〇今後、千葉市内で以下の活動 ( ※ ) を行う意思のある方または、これから当協会の日本語交流員として活動される方 ( 上記講座を受講した方を除く)
〇全５回に出席できる方
※サークル活動、地域団体等にて外国人が参加しやすくなるように実践すること
　職場や生活の場において、日本語を母語としない人と積極的に日本語でコミュニケーションをとる
　市内の日本語教室や当協会の交流や日本語学習支援の活動に参加する

　講座名 日時 定員 内容 受講料 応募方法

日本語交流
つなぎて
講座
全５回

10/18 ～11/15
火曜日

13:30 ～15:30
24 人

（先着）

多文化共生と日本語交流促進、や
さしい日本語、聴くと待つ、外国
の人と話してみよう、「つなぎて」
としての実践

講師：神田外語大学　
　　　徳永あかね　他

3,000 円
（賛助会員価
格の設定はご
ざいません）

８月１8 日（木）から受付開始
E メールまたは窓口でお申込みください。
＜Ｅメールの場合＞
必要事項を明記し、

（nihongo@ccia-chiba.or.jp）へ送信し
てください。
＜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。
必要事項：①氏名（ふりがな）、②住所、③電話番号、④ Email、⑤講座を知ったきっかけ

　千葉市内の大学から推薦された４人の留学生を千葉市の外国人留学生交流員として任命しました。
「国際交流に協力したい！」といった気持ちから自ら応募した４人です。今後、千葉市や協会のイベントの運営等に協力してもらう予定です。
　これから、外国人留学生交流員として活躍が期待される４人に、日本を留学先に選んだ理由や将来の夢などについて、答えて頂きました。

ド テ フォン（DO THE PHONG）さん
千葉大学・ベトナム出身

日本人の働き方にベトナム人と共通する勤勉さ
を感じ、逆にベトナム人には無い仕事上の確認の
細やかさや、皆と協力し合って仕事をするという姿
勢に興味を持ち、日本で学びたいと思いました。

１年半千葉市に住んでいますが、物価が安くて
住みやすい上、景色、特に海がとても綺麗なこと
に感動しました。ぜひ外国人に教えてあげたいと
思います。さらに千葉市は、東京より子育てに適
した環境だと思いました。滞在中に母国の文化を紹介したり、卒業後
も日本の企業で働きながら両国の懸け橋になりたいです。そして帰国
後は、日本語教師になって言葉だけでなく、日本人と一緒に働く上で
の学びについても教えたいきたいと思っています。

カン ウン ウ（KANG WOON WOO）さん
神田外語大学・韓国出身

韓国では受験競争が年々激しくなっていて、朝
７時から夜１１時まで勉強をして、部活や遊びの余
裕もなく過ごすのが当たり前になっています。ま
た、卒業後の就職活動も厳しい状況です。コンビ
ニのアルバイトでさえ希望者が殺到するのが韓国
の現状です。出生率は日本の半分で、日本以上に
少子化が進んでおり、旅行で行くなら良い国だけ
ど、残念なことですが、住むには大変な国になってしまっています。日
本でやりたいことが山ほどありますが、できるだけ多くの人を助けて、
人の輪をつくれるようになりたいです。千葉市の美しさを伝えるため、
You Tubeでの情報発信にも挑戦してみたいと思っています。

シン スミン（SHIN SUMIN）さん
千葉大学・韓国出身

４歳からピアノを学びピアニストになるのが夢
でしたが、日本に留学・就職した方の話を聞いて、
日本に興味を持ちました。日本語の勉強を始めた
ところ、とても面白く嵌ってしまい、来日に至りま
した。

今は留学生として千葉市に住んでいますが、大
学で出会う人、バイト先で一緒に働く人、皆人柄
が良く、千葉市はゆったりとした雰囲気の自分の

地元（廣州）にとても似ています。私の好きな千葉市のまだ知られてい
ない魅力を多くの人に伝えたいと思っています。また、将来は貿易関連
などの国際的な仕事をしながら、ボランティアとして日本語を教えたり、
困っている外国人、特に子どもなど多くの人を助けたいと考えています。

リュウ シンウ（劉 辛雨）さん
敬愛大学・中国出身

高校生の時から日本語を勉強しており、いつか
日本に行って日本の文化や習慣を肌で感じながら
学びたいと思っていたので、夢がかないました。千
葉で有名な親子三大夏祭りに参加したり、中国で
は食べる習慣のない生卵にも挑戦したいと思って
います。

また、実際に暮らして分かったことですが、道
路など街が清潔で、風景が美しい日本に感動しました。日本語という
言語を学ぶことにより、美しさの価値観など真の日本の姿を伝えていき
たいと思っています。この外国人留学生交流員の活動を通して、様々な
人々との出会いを楽しみにしています。

　当協会では千葉市と連携してウクライナ避難民
への支援を行っています。住まい、生活支援金給付、
日本語学習、各種生活相談対応など、日々の生活を安心して過ごせるようお手伝いをしています。
　今回のウクライナ支援にあたり、日本中から通訳・翻訳ボランティアの登録をしてくださった皆様、何かお手伝いしたいと連絡をく
ださった皆様、心より御礼申し上げます。
　避難民の方の病院受診時通訳、千葉市の支援内容や日本語教室情報の翻訳など、ボランティアの皆様にご協力いただきながら実
施しています。
  今後も引き続き、ウクライナ避難民の方へのご支援・ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

令和４年度 外国人留学生交流員の紹介

ウクライナ避難民支援事業
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賛助会員の皆さま ありがとうございました
令和３年度 賛助会費のご報告
　２４９人の個人会員の方、７１の団体･法人会員の皆さまから、１，５０１，９２９円の会費をいただきました。
　皆さまのご支援に、役職員一同から心より感謝申し上げます。
　皆さまからいただいた会費は、外国人市民と日本人市民がともに暮らせるより良い社会の実現に向けて使わせていただきました。

団体及び法人会員の皆さま（５０音順、敬称略）
（団体・法人賛助会員リストは協会ホームページのトップページでもご覧いただけます。）

あいきょう行政書士事務所

( 株 )　旭日

NPO 法人あすみが丘国際交流

アユサインターナショナル日本事務局

稲浜日本語ボランティア

インフォカート（株）

上野法科ビジネス専門学校

（公財）岡本国際奨学交流財団

学校法人瀧澤学園 千葉ﾓｰﾄ゙ ﾋ ｼ゙ ﾈ゙ｽ専門学校

神田外語大学

行政書士 湯浅法務事務所

行政書士法人 セイントオフィス

栗原興産（株）

（株）桑田建築設計事務所

敬愛大学

（株）京葉銀行 社会活動推進室

けやき倶楽部国際理解グループ

公益情報システム（株）

（株）交流支援センター

国際交流ソサエティ千葉

ザンビアの会

( 公財 ) 全国市町村研修財団市町村職員　中央研修所

新富国際語学院

３Ｈ日本語学校

センシティ土曜にほんご学級

（株）千葉銀行

（株）千葉経済開発公社

千葉県市町村職員共済組合

千葉県 JICA 協力隊を育てる会

千葉県日独協会

（公財）ちば国際コンベンションビューロー

（公社）千葉市観光協会

千葉市議友会

千葉市ＪＳＬ児童・生徒支援の会

（公財）千葉市スポーツ協会

（公財）千葉市文化振興財団

千葉市貿易振興会

千葉商工会議所

（株）千葉ショッピングセンタ－

千葉信用金庫

千葉製粉（株）

（株）千葉測器

千葉第一監査法人

千葉中央ライオンズクラブ

千葉テレビ放送（株）

千葉伝統郷土料理研究会

千葉都市モノレール（株）

千葉日ロ協会

（株）千葉マツダ自動車

（株）千葉マリンスタジアム

千葉ユネスコ協会

千葉ロータリークラブ

（一財）千葉ＹＭＣＡ

塚本総業（株）

点個賛（株）

（株） トイント

東京ビジネスクリニック千葉エキナカ

Tokyo One 日本語学校　千葉本校

TRISTAR GYM 日本館

習志野外語学院

二宮産業（株）

日本ラテンアメリカ文化交流協会

フィデス（株）

双葉外語学校

ボ－イスカウト千葉地区協議会

幕張実業（株）

（株）幕張メッセ

御園社労士事務所

ロシアレストラン マトリョーシカ



7ふれあい105号

公益財団法人千葉市国際交流協会　Chiba City International Association

個人会員の皆さま（５０音順、敬称略）

令和３年度分会費をいただいた方で、お名前の掲載を承諾された方のみ掲載しています。
なお、退会された会員につきましても、令和 3 年度会費をいただいた方を掲載しております。

相　 原　 辰　 雄
青　 木　 靖　 子
朝　香　麻美子
朝　 香　 桂　 子
東　　　 直　 美
阿　 部　 雄　 二
網　 中　　　 肇
新　 井　 恵　 子
新　 居　 恒　 子
安　 藤　 潤　 一
飯　 島　 静　 子
五百井　俊　宏
池　田　みわこ
池　 田　 健　 雄
石　井　喜美子
石　 井　　　 浩
石　 岡　　　 勝
石　 川　 京　 子
石　 川　 良　 幸
石　 橋　 順　 一
石　 村　 功　 子
伊勢田　政　員
礒　 部　　　 徹
出　雲　由美子
出　 浦　 和　 子
伊　 藤　 健　 一
糸日谷　義　男
井　 福　 惠　 子
今　 田　 智　 子
岩　 谷　 和　 良
上　 田　 義　 晴
鵜　澤　富士男
内　山　恵美子
浦　 尾　 千　 佳
江　澤　 　　泉
江　幡　由紀子
蛯　 原　 房　 代
大　 泉　　　 勉
大　 木　 康　 司
大　 木　 義　 弘

大　 宮　 眞　 理
岡　 田　 秀　 雄
岡　 村　 聡　 子
岡　 本　 博　 幸
荻　 田　 和　 男
長　 田　 明　 美
小　 野　　　 聡
小　 原　 得　 司
柿　 沼　　　 靖
片　桐　美穂子
加　 智　 國　 雄
加　 藤　 和　 之
加　 藤　 勝　 也
金　 子　 文　 子
唐　 鎌　 憲　 雄
河　 上　 芳　 広
川　 岸　 雅　 子
河　 崎　 智　 子
川　 戸　 麗　 子
菅　 野　　　 徹
草　 野　 健　 雄
久保田 クロービス
熊　 野　　　 裕
熊　 野　 洋　 子
倉　 阪　 智　 子
桑　 本　 美　 保
河　 野　 泰　 憲
小久保　弘　子
小久保　亮　一
越　 田　 宏　 子
木　 幡　 惠　 彦
小　林　美知子
小　林　しのぶ
斎　藤　キミ子
齋　藤　利佳子
酒　 井　 裕　 子
坂　 本　 安　 廣
佐久間　好　美
佐　 藤　 和　 江
佐　 藤　 信　 行

佐　野　リディア
澤　 木　 公　 子
椎　名　日出夫
篠　 崎　 伸　 子
芝　原　千恵子
渋　 谷　 英　 之
島　田　五十司
志 村　　 修
下　 田　 和　 夫
白　 石　 勝　 男
白　 戸　 美　 紀
杉　 山　 良　 子
鈴　 木　 栄　 一
鈴　木　久美子
鈴　 木　 恵　 子
鈴　 木　 道　 夫
鈴　 木　 芳　 造
角　　　 一　 郎
関　 口　 優　 紀
瀬　 田　 寛　 子
泉　水　佐百合
仙　 波　 義　 彦
園　 田　 真　 一
髙　 石　 義　 久
高　 沢　　　 聡
高　 田　 ミ　 ネ
髙　 津　 乙　 郎
髙　 野　　　 博
髙　 橋　 澄　 子
高　橋　奈央子
高見沢　紀代子
田　 口　　　 穣
武　 市　 一　 江
武　 井　 美　 子
武　 野　 寛　 子
橘　　　 定　 昭
田　 中　 久　 美
田　 中　 素　 美
田部井　正次郎
千　島　ちなみ

塚　 本　 京　 子
積　 田　 浩　 二
鶴　 岡  正　 保
寺　 尾　　　 寛
寺　 島　 昭　 夫
寺　田　りりか
土　 居　 坦　 子
鄧　　　 鉄　 輝
徳　 岡　　　 敏
礪　波　由里子
苫米地　加代子
富　 岡　 洋　 司
友　森　恵美子
内　 藤　　　 誠
中　 島　 洋　 之
中　島　由理子
中　 園　 洋　 二
浪　 岡  一　 雄
成　 瀬　　　 悠
新　 山　 美　 里
根　 本　 博　 子
根　 本　 容　 子
野　 口　 初　 江
能　 勢　 香　 織
野　 村　 恵　 美
橋　 口　 昭　 八
羽　 角　　　 修
長谷川　圭　子
花　岡　イツ子
羽　 田  清　 子
原　田　美佐子
日　野　まなみ
馮　　　 子　 涵
福　田　美智子
藤　　　 奈 穂 子
藤　 巻　 博　 之
藤　 原　 妙　 子
布　 施　 隆　 史
穂　 積　 秀　 明
堀　　　 英　 一

堀　　　 康　 二
堀　 谷　 陽　 子
本　 条　 美　 絵
前　 嶋　 洋　 子
増　 岡　　　 忠
松　 浦　 良　 恵
萬　 浪　 絵　 理
三　 上　 貴　 博
三　橋　ひさ子
三　 橋　 幸　 子
三　 森　 俊　 祐
三　 森　 智　 子
峯　 村　 政　 道
宮　 地　 良　 和
宮　 下　 眞　 一
村　 上　　　 恵
村　 重　 明　 子
持　 田　 友　 子
望　 月　 敬　 子
茂手木　直　忠
元　吉　ひとみ
森　　　 忠　 俊
森　 田　 正　 幸
矢　 口　 順　 一
谷　 澤　 由　 美
安　 田　 牧　 子
八　 巻　　　 章
山　 澤　 ゆ　 り
弓削田  和　行
吉　 田　 圭　 男
吉　 村　 弘　 樹
律 　 津
若　井　たかみ
若　 鍋　 武　 良
渡　 辺　 茂　 徳
渡　 辺　 信　 子
渡　 辺　 光　 男
渡　 辺　 康　 子
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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 12 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

編集後記
Hello！ 你好！ こんにちは！協会とともに歩み続ける H マンです。
いやー 久しぶりだね～ 読者諸君は私のこと覚えているかな？
さてさて、H マンと関係の深い「やさしい日本語グループ“THANKS”」が
千葉市の地域社会貢献者として表彰された。
Congratulations！  恭喜！  おめでとう！
THANKS が活動を開始したのが２０１０年２月からであり、「ちば市政だより
( 抜粋 )」のやさしい日本語版を発行してからこの８月で１５１号
を迎えたぞ。
１２年半の活動になるため、途中メンバー交代もあったが、
第１号から今も続けているメンバーもいる。
外国人市民のために、これからも「やさしい日本語」活動を
続けて行くぞー！ ONE・二・さん ダー！

THANKS メンバー

2010 年 2 月に発行した 記念の第１号

外国人のための
「ちば市政だより」
やさしい日本語版


