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イベント

受講者募集

英語のレベル不問
「ホストファミリーのための英会話講座」

「日本文化ふれあいの会」
在住外国人の皆さんに日本文化の素晴らしさを伝
え交流する日本文化ふれあいの会を 2 月に開催しま

英語を学んでみたいけど英語に苦手意識の
ある方など、楽しく英語が学べる講座ですの

す。

で、ぜひお申し込み下さい。

日本の伝統文化を実際に体験できる体験ブースの

◆日時：2 月 24 日～3 月 24 日の月曜日

ほか、ステージアトラクションも楽しめます。

13:30～15:00（全 5 回）

毎年、外国人に大人気の着物の着付け（抽選）も

◆場所：うつのみや表参道スクエア 6 階

ありますので、皆さんのご参加をお待ちしておりま

多目的ホール

す。
◆日時：2 月 16 日（日）10:00～14:00

◆内容：海外からのゲストをおもてなしする

◆場所：宇都宮市役所 14 階大会議室

際に使える便利な表現やフレーズ、
文化的な違いなどを学びます。

（当日は、市役所正面玄関は開きませんので、南

◆対象：市内在住で、UCIA のホストファミ

側地下 1 階から入り、エレベーターで 14 階に

リー登録をしているか、今後登録で

お越しください。
）
◆参加費：中学生以上 300 円、小学生 100 円

きる世帯。
◆定員：先着 20 世帯。

◆内容：

小さな子ども連れや夫婦での参加も可。

≪体験コーナー≫
・ちぎり絵 ・おりがみ

◆費用：1,500 円（参加費）

・まゆ細工 ・華道

・茶道 ・書道 ・黄ぶなおりがみ ・和菓子

UCIA 未加入者は、UCIA 入会金

・料理

（年会費 2,000 円）とホストファ
ミリー登録が必要。

≪ステージアトラクション≫

◆申込：はがきに「講座名・住所・氏名・

・箏演奏 ・お囃子と踊り ・南京玉すだれ
・抜刀 ・花嫁行列、長持ち唄 ・八木節

ふりがな・年齢・電話番号・参加

・着物ショー（随時）

人数」を書き、2 月 10 日（必着）
までに下記へお申し込みくださ
い。

≪着物の着付け≫ ※抽選になります。
・抽選時間（3 回） 9:30／10:00／11:00

〒320-0026
宇都宮市馬場通り 4 丁目 1-1
うつのみや表参道スクエア 5 階

◆問合せ：宇都宮市国際交流協会

国際交流プラザ内

（担当：日本文化委員会）

宇都宮市国際交流協会 028-616-1870

028-616-1870 028-616-1871
 ucia@ucia.or.jp

※受講決定者へのみ 2 月 18 日までに通知を
送付します。
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受講者募集

イベント

「POTLUCK PARTY」

4 月開講
「市民のための外国語講座」

◆日時：1 月 25 日（土）18:00～20:00
2 月 8 日（土） 18:00～20:00

4 月から新たに外国語講座が始まりますの

Date/Time: January 25 (Sat) 18:00～20:00

で、この機会に外国語を学んでみませんか。

February 8 (Sat) 18:00～20:00

【講座名】

◆場所：東市民活動センター会議室

①れっつ・おもてなし・in English

Place : Higashi Shimin Katsudo Center

②旅行のための英会話

◆参加費：300 円＋食品一品

③フランス語入門

Fee : ￥300＋Something to snack on

④スペイン語入門

◆連絡先：宇都宮市国際交流協会

⑤スペイン語初級

(Utsunomiya City International Association)

⑥韓国語初級 1（入門コースです）

028-616-1870（担当：地域交流委員会）

◆問合せ：宇都宮市国際交流協会

or 吉田勉 ☎028-635-9595(Tsutomu Yoshida)

（担当：外国語委員会）
028-616-1870 028-616-1871
 ucia@ucia.or.jp
※募集は 3 月からはじまります。詳しくは、
「広報うつのみや 3 月号」
、UCIA ホームペ
ージをご覧いただきお申し込みください。

「カフェサロン」 毎月第 4 日曜日
Home Party “Cafe Salon”
「誰でも始められる日本語ボランティア養成講座」

外国の方と交流したい方などが自由に集まって

外国人へ日本語を教えるために、日本語の教

交流します。お友達を誘ってお気軽にご参加くだ

え方を学んでみませんか。

さい。
◆日 時：1 月 26 日（日）16:00～18:00

◆日時：4 月 12 日～平成 27 年 1 月の土曜日（予定）

2 月 23 日（日）16:00～18:00

10:00～正午

Date/Time : January 26 (Sun) 16:00～18:00

全 34 回

◆場所：市総合福祉センター（中央 1 丁目）

February 23 (Sun) 16:00～18:00

◆対象：講座終了後、市内の各日本語教室で活

◆場 所：宇都宮市国際交流プラザ

動できる方。

Place : Utsunomiya International Plaza

◆定員：30 人（定員を超えた場合は抽選）

◆参加費：無料

◆費用：15,000 円

Fee : Free

◆問合せ：宇都宮市国際交流協会
（担当：日本語委員会）

◆問合せ：宇都宮市国際交流プラザ
Contact : Utsunomiya International Plaza

028-616-1870

028-616-1563

028-616-1871

 ucia@ucia.or.jp
※募集は 3 月からはじまります。詳しくは、
「広報うつのみや 3 月号」
、UCIA ホームペ
ージをご覧いただきお申し込みください。
2

教室・研修会
「外国人のための日本語教室」
Ｈ２５年度の日程です。宇都宮市内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

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）

（南生涯学習センター教室）

（国際交流プラザ教室）

【火曜日】※予約必要

【火曜日】

【水曜日】

開催日

＊休み：2/11

＊休み：2/11
①10：00～12：00

時間

13：30～15：30

18：30～20：30

場所

国際交流プラザ懇話室

南生涯学習センター
1 ヶ月

受講料
その他

講座名

開催日

②13：30～15：30
国際交流プラザ懇話室

1,000 円

上級コース

初級～中級コース

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

（総合福祉センター教室）

（国際交流プラザ教室）

（北生涯学習センター教室）

【木曜日】

【土曜日】

【土曜日】

＊休み：3/27

＊休み：3/29

＊休み：3/29

時間

18：00～20：00

13：30～15：30

18：30～20：30

場所

総合福祉センター9 階

国際交流プラザ懇話室

北生涯学習センター

受講料

1 ヶ月

1,000 円

その他

初級～中級コース

◆日本語教室に関するお問い合わせ
宇都宮市国際交流協会（担当：日本語委員会）
028-616-1870 028-616-1871  ucia@ucia.or.jp

「ボランティア通訳のための月例英語研修会」

「にほんご広場」

参加者募集！！

読みたい！書きたい！話したい！そんなあなたの

◆受講料：１時間 150 円

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。
H25 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
※1 月はお休みです。次回は 2 月 15 日。
◆場所：宇都宮市東生涯学習センター
◆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：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。

◆問合せ・申込：宇都宮市国際交流協会

028-616-1870 028-616-1871

028-616-1870 028-616-1871  ucia@ucia.or.jp

 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。
13：30～ 14：30～

15：30～ 16：30～

※生徒さんがいない場合は休講となりますので、必ず
前日までにご予約ください。
※休み：2/10
◆場所：宇都宮市国際交流プラザ懇話室
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募集

インフォメーション

UCIA ラジオ番組
「手をつなごう 世界のなかま」

「フェスタｍｙ宇都宮２０１４」
国際交流ひろばボランティア募集

CRT 栃木放送で、15 分間の UCIA が協力し

5 月に開催するフェスタｍｙ宇都宮 2014 国際交流
ひろばの運営をお手伝いいただけるボランティアを

ているラジオ番組を放送しています。

募集します。詳しくは下記へお問い合わせください。

毎回、宇都宮在住の外国の方をゲストにお招

◆問合せ：宇都宮市国際交流協会

きし、出身国のことや日頃の生活のことをイン

028-616-1870 028-616-1871

タビューするほか、やさしい日本語の朗読もあ

 ucia@ucia.or.jp

ります。
リスナーの皆さんが、同じ街に住む外国人に
親しみをもってもらい、国際交流や多文化共生
の理解を深めてもらう番組です。
◆放送時間：毎月第 2・4 土曜日 13:30～13:45
◆周波数：県央 1530kHz

両毛 1062kHz

県北 864kHz
◆問合せ：宇都宮市国際交流協会
028-616-1870 028-616-1871
 ucia@ucia.or.jp

「2013 年フィリピン台風義援金を受け付けています」
昨年 11 月 8 日、フィリピン中部を台風 30 号が
直撃し、レイテ島を中心に甚大な被害が発生しま
した。
UCIA ではこの災害に対して下記のとおり義援
金を受け付けています。皆様のご協力をお願い致
します。

人事異動のお知らせ
UCIA 事務局職員に人事異動がありましたので

◆受付場所：宇都宮市国際交流協会事務局

お知らせします。

028-616-1870

【退職】郡司泰江（平成 26 年 1 月 10 日付）

◆受付期間：平成 26 年 2 月 20 日（木）まで
◆その他：集まった義援金は、日本赤十字社を通

後任人事については、平成 26 年 2 月 1 日付での

じて被災地に送る予定です。

採用を予定しています。

発行 NPO 法人宇都宮市国際交流協会
〒320-0026

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

TEL : 028-616-1870

FAX : 028-616-1871

E-mail : ucia@ucia.or.jp URL : http://www.ucia.or.jp/
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