ＮＰＯ法人

宇都宮市国際交流協会

２０１４．３．１９発行

イベント

外国語講座のご案内

中国語講座

「ファインフィールドフェスティバル 2014」の
開催及び実行委員募集

中国語講座を 5 月に開講する予定です。
“中国語のきれいな発音を学んでみたいけ

宇都宮市文化会館において、ファインフィールド

ど難しそうだなぁ。”
“昔勉強したけど、再度

フェスティバル 2014 が開催されます。

勉強してみたい”という方など、この機会に

おりがみ・お茶・ちぎり絵・まゆ細工のワークシ

中国語を学んでみませんか。

ョップです。実行委員として活動できる方を募集い
たします。

※募集は 5 月から始まります。日時、料金等

◆日時：4 月 19 日（土）
・20 日（日）10:00～15:00
◆場所：宇都宮市文化会館

詳しくは、
「広報うつのみや 5 月号」や UCIA

2 階展示室

ホームページをご覧いただきお申し込み

◆問合せ：宇都宮市国際交流協会

ください。

（担当：日本文化委員会）

※講座に併せて、講座の企画などを一緒に

028-616-1870 028-616-1871

お手伝いいただけるボランティアさんも

 ucia@ucia.or.jp

募集していますので、お気軽にお問い合
わせください。
◆開講予定のレベル
①入門 ②初級 ③初中級
◆問合せ： 宇都宮市国際交流協会
（担当：外国語委員会）
028-616-1870 028-616-1871

「フェスタｍｙ宇都宮２０１４」
国際交流ひろば開催

 ucia@ucia.or.jp

フェスタｍｙ宇都宮 2014 国際交流ひろばを開催し
ます。国際交流活動紹介ブース、世界の食べ物、飲

「学んでみたい外国語講座ありませんか？」

み物、民芸品、ステージパフォーマンスがお楽しみ

UCIA では外国語講座として、英語・中国語・

頂けます。お友達などとお誘いあわせの上、ご来場

フランス語・スペイン語・韓国語を開講してい

ください。

ますが、その他に、学んでみたい外国語があり

◆日時：5 月 18 日（日）10:00～15:00

ましたら、気軽に下記へご連絡ください。

◆場所：まちかど広場

応募状況により検討していきたいと思います。

（総合福祉センターと中央生涯学習センターの間の広場です）

◆問合せ：宇都宮市国際交流協会

◆問合せ：宇都宮市国際交流協会

（担当：外国語委員会）

028-616-1870 028-616-1871

028-616-1870 028-616-1871

 ucia@ucia.or.jp

 ucia@ucia.or.jp
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受講者募集

イベント

「ボランティア通訳のための月例英語研修会」

「POTLUCK PARTY」

参加者募集！！

◆日時：4 月 12 日（土）18:00～20:00

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。
H26 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：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）

5 月 10 日（土） 18:00～20:00
Date/Time: April 12 (Sat) 18:00～20:00
May 10 (Sat) 18:00～20:00
◆場所：東市民活動センター会議室
Place : Higashi Shimin Katsudo Center
◆参加費：300 円＋食品一品
Fee : ￥300＋Something to snack on
◆連絡先：宇都宮市国際交流協会

※名前、電話番号（携帯も）、メールアドレスを

(Utsunomiya City International Association)

お伝えください。

028-616-1870（担当：地域交流委員会）

028-616-1870 028-616-1871

or 吉田勉 ☎028-635-9595(Tsutomu Yoshida)

 ucia@ucia.or.jp

「国際交流サロン」 毎月第 4 日曜日
“International Exchange Salon”

「土曜英会話」 参加者募集！
☝とにかくスピーキング力をつけたい！

外国の方と交流したい方などが自由に集まって

☝ビジネスの場で使える英語を学びたい！
☝英語で交流したい！
☝楽しくみんなで学びたい！

交流します。お友達を誘ってお気軽にご参加くだ
さい。
◆日 時：3 月 23 日（日）16:00～18:00

英語による、英語を必要とする人のための英

4 月 27 日（日）16:00～18:00

語学習ワークショップです。

Date/Time : March 23 (Sun) 16:00～18:00

◆日時：毎月第 4 土曜日 13:30～15:00

April 27 (Sun) 16:00～18:00

3 月 22 日、4 月 26 日、5 月 24 日

◆場 所：宇都宮市国際交流プラザ

◆場所：市東生涯学習センター

Place : Utsunomiya International Plaza

◆ファシリテーター：中川哲夫先生

◆参加費：無料

◆参加費：教材コピー代など実費分 300 円/回

Fee : Free

◆レベル：英検 2 級程度

◆問合せ：宇都宮市国際交流プラザ

◆募集人数：若干名

Contact : Utsunomiya International Plaza

◆申込：宇都宮市国際交流協会（担当：外国語委員会）

028-616-1563

※名前、電話番号（携帯も）、メールアドレスを
お伝えください。
028-616-1870 028-616-1871
 ucia@ucia.or.jp
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教室・研修会
「外国人のための日本語教室」
Ｈ２６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

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）

（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】

＊休み：4/29、5/6、7/1、8/12、

＊休み：4/29、5/6、8/12、9/23、12/23、 ＊休み：4/30、7/30、8/13、10/29、

9/23、12/23、30、3/31

12/30、3/31

12/24、31、1/7、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：4/24、5/29、7/3、8/14、

＊休み：5/3、8/16、10/18、11/29、 ＊休み：5/3、8/16、9/27、12/27、

10/30、1/1、29、3/26

12/27、1/3、3/21

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

その他

初級～中級コース

1/3、3/21

1,000 円

◆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

「外国人のための日本語教室」
姿川地区市民センター教室
4 月から開講します

「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
「にほんご」を応援します！好きな時間を選んで、電

4 月から姿川地区市民センターでも日本語教
室を開講します。
◆日時：火曜日 10：00～12：00
※休み：4/29、5/6、8/12、9/23、12/23、30、
3/31
◆場所：姿川地区市民センター
（西川田町 805-1）
◆費用：1 ヶ月 1,000 円
◆レベル：初級～中級
◆申込：宇都宮市国際交流協会
（担当：日本語委員会）

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：4/28、5/5、7/21、8/18、9/15、22、10/13、
11/3、24、12/22、29、1/12、3/30
◆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：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
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インフォメーション

インフォメーション&イベント

平成 26 年度通常総会

「外国人総合相談」
日常生活の中で、困っていることはありません

UCIA 平成 26 年度通常総会を下記の日程で開催

か？各言語でみなさんの相談に応じています。ひ

する予定です。開催通知につきましては、5 月以

とりで悩まず、相談してください。

降に通知致しますので、ぜひご予定おきください。

知り合いの外国人が困っている様子でしたら、
◆日時：平成 26 年 6 月 15 日（日）午後 1 時（予定）

ご案内ください。

◆場所：うつのみや表参道スクエア 6 階
多目的ホール

①宇都宮市国際交流プラザ
◆開設日時： 15：00～18：00
◆対応言語：【月曜日】ポルトガル語、スペイン語

「国際交流活動報告パネル展」

【火曜日】中国語

総会の時期に合わせて、UCIA の各委員会及び

【水曜日】タイ語
【金曜日】英語

登録団体の活動を紹介するパネル展を開催する予

【第 4 日曜日】 ポルトガル語、

定です。

スペイン語、中国語、

◆日 時：6 月 15 日の前後週を予定

タイ語、英語

◆会 場：うつのみや表参道スクエア 5 階

※ 第 4 日曜日は予約が必要です。
②宇都宮市役所 （第 2 木曜日が祝休日の場合は

「UCIA 工場見学会」 ＊外国人優先

第 3 木曜日に）

ディスカバリー号に積載されたパンの缶詰を

◆開設日時：木曜日 9：00～12：00

作る現場の見学など、めったに見ることができな

◆対応言語：ポルトガル語、スペイン語、中国語

い貴重な体験ができます。

（中国語は第 2 木曜日のみ）

◆日時：6 月 17 日（火）8：00

◆開設日時：木曜日 14：00～17：00

◆集合場所：宇都宮大学とうつのみや表参道スク

◆対応言語：ポルトガル語、スペイン語、タイ語、

エア付近を予定

英語（タイ語、英語は第 2 木曜日のみ）

◆見学ルート：カゴメ那須→パン・アキモト→
県農業試験場→中川染工場

「行政書士無料相談」（要予約）

◆参加費：1,000 円（施設見学料、保険など）

③宇都宮市国際交流プラザ

※昼食は各自持参。パン・アキモトにて購入も可能です。

◆開設日時：毎月第 3 月曜日 15：00～17：00

◆定員：28 人（外国人優先）

（第 3 月曜日が祝休日の場合は第 4 月曜日に）

◆持ち物：スリッパ、マスク（パン工場で使用）

◆相談内容：在留資格（VISA）
、国籍・帰化など

◆申込：5 月 20 日（火）までに宇都宮市国際交
流協会へ。保険に加入するため、生年月

①②③の問合せ：宇都宮市国際交流プラザ

日をお伝えください。

☎028-616-1564

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