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「世界の絵本を楽しもう！」
フランス、韓国、中国、ベトナム、マレーシ

「日本文化ふれあいの会」

ア、タイ、アメリカ、ボリビア、ブラジル、ペ

在住外国人のみなさんに、華道・茶道・書道・

ルー、コスタリカ、台湾などの国々の絵本を日

着物の着付けなど、日本の伝統文化を体験しても

本語と外国語で読み聞かせ、世界の絵本を楽し

らうほか、尺八や抜刀など日本古来のステージパ

みます。
外国・日本の子ども用の歌や手遊び（リズム

フォーマンスもご覧いただけます。日本文化を体

遊び）も行う予定です。

験・理解してもらいながら、交流を深めるイベン

子育て中の方など、ぜひお誘い合わせのうえ、

トです。

ご参加ください。

ぜひ外国のお友達をお誘いのうえ、みなさんの
お越しをお待ちしています。

◆日 時：3 月 18 日（日）

◆日 時：2 月 5 日（日）10:00～14:00

◆会 場：市民プラザ 6 階多目的ホール 1･2

◆会 場：宇都宮市役所 14 階大会議室

◆参加費：無料
◆対 象：子育て中の親子など

※当日は、正面玄関は開きません。南側地下

◆申 込：NPO 法人宇都宮市国際交流協会

1 階の通用口からお入りください。

☎028-616-1870 FAX028-616-1871

◆ステージパフォーマンス：
宮どじょうすくい

13:30～15:30

E-mail : ucia@ucia.or.jp

11:00～11:20

篠井の金堀唄・草刈り唄 11:25～11:45
宮っ子よさこい

11:50～12:10

尺八

12:15～12:35

抜刀

12:40～13:00

八木節

13:05～13:25

※外国人による着物ショー（間に 2～3 回）
◆体験ブースステージ：
華道、折り紙、黄ぶな折り紙、茶道、着
付け（先着 30 名）
、和菓子、書道、水引、

「国際交流活動報告パネル展」

料理、和紙絵。

各委員会や登録団体の一年間の活動を写真な

◆参加費：300 円（小学生 100 円・未就学児無料）

どで振り返る「国際交流活動報告パネル展」を 3

◆その他：英語・中国語ボランティア通訳あり

月に開催する予定です。

◆問合せ：NPO 法人宇都宮市国際交流協会

開催期間などが決まりましたら、ＵＣＩＡホー

（担当：日本文化委員会）

ムページなどでご案内します。

☎028-616-1870 FAX028-616-1871
E-mail : ucia@ucia.or.jp

◆問合せ：NPO 法人宇都宮市国際交流協会
☎028-616-1870 FAX028-616-1871
E-mail : ucia@ucia.or.jp
ＨＰ： http://www.ucia.or.jp/
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語学講座のお知らせ

イベント

「4 月開講 外国語講座のお知らせ」

「POTLUCK PARTY」

外国語委員会では、市民を対象とした下記講

◆日 時：2 月 11 日（土）18：00～20：00

座を 4 月から開講する予定です。曜日や時間、

3 月 10 日（土）18：00～20：00

講座の詳細や応募方法は、
「広報うつのみや 3 月

Date/Time: February 11 (Sat) 18:00～20:00

号（3 月 1 日発行）
」及びＵＣＩＡホームページ

March 10 (Sat) 18:00～20:00

に掲載しますので、ぜひご応募ください。また、

◆場 所：東市民活動センター

これらの講座の応募締切は、3 月 10 日頃を予定

Place : Higashi Shimin Katsudo Center

しておりますので、受講を希望される方はお見

◆参加費：300 円＋食品一品

逃しのないよう、募集開始の 3 月 1 日以降、お

Fee : ￥300＋Something to snack on

早めにご応募ください。

◆連絡先：NPO 法人宇都宮市国際交流協会
(Utsunomiya City International Association)

4 月開講の外国語講座（予定）
①アクティブシニアのための基礎英会話Ⅰ期

☎028-616-1870（担当：地域交流委員会）

②旅行のための英会話

or 吉田勉 ☎028-635-9595(Tsutomu Yoshida)

③韓国語入門講座
④中国語（標準語）入門講座
⑤中国語（標準語）初級講座
⑥中国語（標準語）初中級講座
⑦フランス語入門講座
⑧スペイン語入門講座

「カフェサロン」 毎月第 4 日曜日開催！！
Home Party “Cafe Salon”

また、上記以外に、同じく 4 月開講の下記講座
受講者を若干名募集する予定です。この 2 講座

外国の方と交流したい方などが自由に集まって

についての詳細は未定ですが、2 月下旬～3 月上
旬ごろＵＣＩＡホームページなどで募集する予

交流します。お友達を誘ってお気軽にご参加くだ

定です。

さい。

講座名

◆日 時：1 月 22 日（日）16：00～18：00

対象

フランス語初級講座

入門講座受講経験者

スペイン語入門②

入門講座受講経験者

2 月 26 日（日）16：00～18：00
Date/Time : January 22 (Sun) 16:00～18:00
February 26 (Sun) 16:00～18:00

＊ＵＣＩＡホームページをチェックして、外国

◆場 所：宇都宮市国際交流プラザ

語講座の募集をお見逃しなく！！

Place : Utsunomiya International Plaza
◆参加費：無料（但し、飲み物やお菓子を持ち寄りで！）

◆問合せ：NPO 法人宇都宮市国際交流協会

Fee : Free

（外国語委員会）

Please bring some beverages and

☎028-616-1870 FAX028-616-1871

confectionery.

E-mail : ucia@ucia.or.jp

◆問合せ：宇都宮市国際交流プラザ

ＨＰ： http://www.ucia.or.jp/

Contact : Utsunomiya International Plaza
☎028-616-1563
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教室等
「外国人のための日本語教室」
Ｈ２３年度の日程です。宇都宮に住んでいる外国人のための日本語教室の受講者を募集しています。
ボランティア講師として、各日本語教室でご活躍いただける方も募集します。
講座名

開催日

外国人のための日本語教室

外国人のための日本語教室

外国人のための日本語教室

（国際交流プラザ教室）

（国際交流プラザ教室）

（総合福祉センター教室）

【毎週水曜日】

【毎週木曜日】

【毎週火曜日】※予約必要
※ 休講日：3/20

※休講日： 2/29

時間

※ 休講日： 3/29

10：00～12：00

18：00～20：00

18：00～20：00

13：30～15：30
場所

総合福祉センター9、10 階

国際交流プラザ懇話室

受講料

1 ヶ月

1,000 円

その他

上級コース

講座名

外国人のための日本語教室

外国人のための日本語教室

（国際交流プラザ教室）

（北生涯学習センター教室）

【毎週土曜日】

【毎週土曜日】

開催日

初級～中級コース

※ 休講日： 2/11,3/31
時間

場所

※休講日：

☎028-616-1870 FAX028-616-1871
E-mail : ucia@ucia.or.jp

18：30～20：30

国際交流プラザ懇話室

北生涯学習センター

1 ヶ月

その他

初級～中級コース

1,000 円

「ボランティア通訳のための月例英語研修会」
参加者募集！！

「にほんご広場」
読みたい！書きたい！話したい！そんなあなたの

スピーチ通訳などのトレーニングを通して、ボ
ランティア通訳のスキル向上をめざします。
23 年度の参加者を募集します。
（見学歓迎です）
◆日時：毎月第 3 土曜日 13：30～15：30
◆場所：まちづくりセンター
（旧東生涯学習センター、市体育館そば）
◆参加費：5,000 円程度（通年）
◆レベル：英検準一級又は TOEIC730 点以上
◆申込：NPO 法人宇都宮市国際交流協会
（担当：外国語委員会）
※電話番号とメールアドレスをお伝え下さい。
☎028-616-1870 FAX028-616-1871
E-mail : ucia@ucia.or.jp

「にほんご」を応援します！好きな時間を選んで、電
話で申し込んで来てください。
◆日 時：毎週月曜日の午後、１時間ずつのクラス。
1：30～ 2：30～

NPO 法人宇都宮市国際交流協会
（担当：日本語委員会）

2/11, 3/3

13：30～15：30

受講料

◆問合せ・申込：

3：30～ 4：30～

※生徒さんがいない場合は休講となります
ので、必ず事前にご予約ください。
◆場 所：宇都宮市国際交流プラザ懇話室
◆受講料：１時間 150 円
◆問合せ・申込：NPO 法人宇都宮市国際交流協会
☎028-616-1870 FAX028-616-1871
E-mail : ucia@ucia.or.jp
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ボランティア募集

関係団体情報

「フェスタｍｙ宇都宮 2012 国際交流ひろば」

「第 34 回外国人のための法律講座

ボランティア募集

・ニューイヤーパーティー」
テーマ「外国人の医療」

フェスタｍｙ宇都宮２０１２が、5 月 27 日（日）に
開催されます。
「国際交流ひろば」は、今年は宇都宮

外国人の場合、在留資格があり健康保険や国

城址公園が会場になります。

民健康保険に加入していれば日本人と同じ医療

「国際交流ひろば」運営などのお手伝いをしていた

のサービスを受けることができます。

だけるボランティアを募集します。

講座の前半では、日本の高度医療のおかけで、

◆問合せ：NPO 法人宇都宮市国際交流協会

難病を克服した外国人や、難病の乳幼児が宇都

☎028-616-1870 FAX028-616-1871

宮市のこども医療費助成制度を利用して手術し

E-mail : ucia@ucia.or.jp

その後健康になった例など、難しい病気を克服
した外国人やそのご家族から貴重な体験談をお
聞きします。

インフォメーション

講座の後半では、2011 年 3 月 11 日に起きた東
日本大震災後多くの外国人が日本を離れる中
で、2011 年 11 月 20 日に行われた「第 2 回医療

「外国人総合相談」

相談会～外国人と経済困窮者のための～」には、

①宇都宮市国際交流プラザ

外国人・日本人の計 40 人が医療相談会に参加し

◆開設日時： 15：00～18：00

ました。この医療相談会の報告をします。最後

◆対応言語：【月曜日】ポルトガル語、スペイン語

に、上記のことも踏まえて、外国人の医療の現

【火曜日】中国語 【水曜日】タイ語

状と問題点について考えます。

【金曜日】英語

法律講座の後は、ニューイヤーパーティーで

【第 4 日曜日】 ポルトガル語、スペイン語、

交流を深めます。

中国語、タイ語、英語

◆日時：1 月 29 日（日）

※第 4 日曜日は予約が必要です。

＊法律講座 13:30～15:00

②宇都宮市役所

講師：サッサ・ハルコさん（タイ出身）
・

◆開設日時：木曜日 9：00～12：00

鈴木美恵子さん（NPO 栃木タイムズ代表）他

◆対応言語：ポルトガル語、スペイン語、中国語

＊ニューイヤーパーティー：15:00～16:30

（中国語は第 2 木曜日のみ）

後半では、英語のフリートーキングがあります。

◆開設日時：木曜日 14：00～17：00

◆参加費：法律講座無料、パーティー参加者は

◆対応言語：ポルトガル語、スペイン語、タイ語、

500 円と食事一品

英語（タイ語、英語は第 2 木曜日のみ）

◆会場：宇都宮市総合福祉センター9Ａ会議室
◆問合せ＆申込：NPO 栃木タイムズ代表

「行政書士無料相談」（要予約）

鈴木美恵子さん

③宇都宮市国際交流プラザ

☎＆FAX 028-622-1066

◆開設日時：毎月第 3 月曜日 15：00～17：00

E-mail : ttt3939@image.ocn.ne.jp

（第 3 月曜日が祝休日の場合は第 4 月曜日に）
◆相談内容：在留資格（VISA）
、国籍・帰化など

発行 NPO 法人宇都宮市国際交流協会
〒320-0026

①②③の問合せ：宇都宮市国際交流プラザ

宇都宮市馬場通り４－１－１
うつのみや表参道スクエア 5 階

☎028-616-1564

TEL : 028-616-1870 FAX : 028-616-1871
E-mail : ucia@ucia.or.jp URL : http://www.ucia.or.jp/
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