手をつなごう

世界のなかま
ＮＰＯ法人

宇都宮市国際交流協会

２０１６．１．２０発行

ＵＣＩＡバスツアー

地域交流委員会

スノーシューを履いて、美しい冬の日本を観て、体験してもらう体験型バスツアーです。

日時：２月２１日（日）１２：００～１９：３０ ＊昼食はすませてきてください。
集合場所 １２：００ ㈱関東交通前（ＪＲ宇都宮駅東口）
〃
１２：１５ うつのみや表参道スクエア１Ｆ東口
行き先：奥日光 スノートレッキング体験 ＆ かまくら体験
参加費（保険代・スノーシューレンタル代・軽食込み）
：一般３，５００円、ＵＣＩＡ会員３，０００円、留学生２，５００円

☝ウェアは各自、暖かくて、動きやすい服装をご用意ください。

定員：先着４０名

申込：２月１４日（日）までにＵＣＩＡにお申し込み・お支払いをしてください。
氏名・ふりがな・住所・電話番号・生年月日・国籍・靴のサイズをご連絡ください。
担当：地域交流委員会

石川

日本文化ふれあいの会

日本文化委員会

日時：２月１４日（日）
会場：宇都宮市役所

１０：００～１４：００

１４階大会議室

内容：着物、茶道、華道、書道、折り紙、アニメ、和菓子、ちぎり絵、料理などの日本文化を体験できます！！
ステージでは、和太鼓、三味線、南京玉すだれ、花嫁行列、宮まつりよさこい踊りを披露！！

☝着物着付け体験は抽選となります。
抽選は、９：３０／１０：００／１１：００の３回行い、各回１０名が体験できます。
（女性着付けのみ抽選。男性着付けは、抽選はありません。）
参加費：中学生以上３００円（小学生１００円）

外国語委員会

日時：２月７日（日）

担当：日本文化委員会

堀井

本場中国餃子を楽しむ料理交流会
１７：００～１９：３０

会場：宇都宮市総合福祉センター7 階

料理実習室

内容：中国人講師のもと、本場の餃子作りを通して、中国文化を体験しましょう！
対象：中国語学習に興味がある市内に在住または通勤通学している１８歳以上の方。
定員：抽選３０名。※参加決定者のみにご連絡します。
参加費：１，０００円（材料費込み）
持ち物：エプロン、三角巾
申込：２月５日（金）までに電話・ファックス・Ｅメール等（イベント名・氏名・ふりがな・電話番号明記）で、ＵＣＩＡにお申
し込みください。

担当：外国語委員会
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矢部

★★★

イベント情報

国際理解・協力委員会

★★★

国際理解座談会
～難民問題を考えよう～

今、世界中でニュースとなっている難民問題。でも・・・難民問題ってどういうこと？
難民関係に従事されている方のお話を聞いた後、みんなで難民問題について考えましょう！

日時：１月３０日（土）１４：００～１６：００
会場：宇都宮市民プラザ・多目的ホール
講師：津山直子氏（アフリカ日本協議会代表理事）
ヌール・アルバゼルバシ氏（シリア出身・宇都宮大学留学生）
中田未来氏（ＵＣＩＡ会員・難民の医療通訳に携わる）
鈴木美惠子氏（北関東医療相談会・アミーゴス監事）
対象：難民・移民問題に興味がある方など先着５０名
参加費：無料
申込：１月３０日（土）までに電話・ファックス・Ｅメール等（イベント名・氏名・
ふりがな・電話番号明記）で、ＵＣＩＡにお申し込みください。
担当：国際理解・協力委員会

鈴木

アフリカ音楽コンサート

国際理解・協力委員会

～音楽を通してアフリカを知ろう！～

入場
無料

あかちゃんから、おじいちゃん、おばあちゃんまで、家族そろって楽しめるコンサートです。
躍動的な太鼓のリズムとギターやサックス等の楽器とが融合した伝統的かつモダンなアフリカンビートは、私たちに新たなエネ
ルギーを与え、そして、歌声は聴く人の心を酔わせてくれます。

日時：３月１３日（日）１３：３０～１５：１５（開場１３：００）
会場：宇都宮市東市民活動センター「ホール」
（中今泉３－５－１）
出演：ムクナバンド（コンゴ民主共和国出身者ほか）
定員：先着３００名（乳幼児以上）
申込：２月１日から２月２９日（必着）までに電話・
ファックス・Ｅメール等（イベント名・氏名・
ふりがな・電話番号明記）で、ＵＣＩＡにお申し込みください。
担当：国際理解・協力委員会

鈴木

「マラカスやカスタネット、タンバリンなどの手軽
な打楽器をもってくると一緒に楽しめます」

2

日本語委員会
がいこくじん

に ほ ん ご きょうしつ

★★★ 平成２７年度 外国人のための日本語教室 ★★★
日本語ができない人も、ここからスタートです。
こ く さ い こうりゅう

＠国際 交流 プラザ教室（馬場通り 4-1-1）
ば

よ うび

ば どお

じ かん

レベル

曜日

時間

じゅこうりょう

やす

受講料

休み

か

火曜日

じょうきゅう

＊予約必要

10：00～12：00

すい

水曜日
しょ

3/29
13：30～15：30

上 級

13：30～15：30

ちゅう

げつ

えん

3/30

1 ヶ月1,000円

初級～ 中 級
ど

13：30～15：30

土曜日
すがた が わ ち

く し み ん

＠ 姿 川地区市民センター教室（西川田町805-1）
にしかわだまち

曜日

レベル

時間

火曜日

初級～中級

受講料

休み

10：00～12：00
1 ヶ月 1,000 円
18：30～20：30

そうごう ふ く し

＠総合福祉センター教室（ 中 央 1-1-15）
ちゅうおう

曜日
もく

木曜日

レベル

時間

受講料

初級～中級

18：00～20：00

1 ヶ月 1,000 円

休み
2/11、3/31

きたしょうがいがくしゅう

＠北 生 涯 学 習 センター教室（若草3-12-25）
わかくさ

曜日

レベル

時間

受講料

土曜日

初級～中級

18：30～20：30

1 ヶ月 1,000 円

休み

★★★ 日本語ひろば ★★★
＠国際交流プラザ教室（馬場通り 4-1-1）
曜日

レベル

げつ

月曜日
＊予約必要

初級～上級

時間
13：30～

14：30～

15：30～

16：30～

受講料
1 時間 150 円

休み
2/29、3/21

せきちゅうこうせい

★★★ 外国 籍 中 高生のための日本語教室 ★★★
＠国際交流プラザ教室（馬場通り 4-1-1）
曜日
にち

日曜日

レベル

時間

受講料

初級～中級

10：00～12：00

1 ヶ月 1,000 円

休み

担当：日本語委員会 橋本
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★★★

イベント情報

★★★

イタリア料理教室

地域交流委員会

日時：３月６日（日） １０：００～１３：００
会場：宇都宮市総合コミュニティセンター 料理実習室
（明保野町７－１）
内容：イタリア人講師によるイタリアの家庭料理を楽しく作って交流を深める料理教室。
定員：先着２５名
参加費：１，０００円（材料費込み）
持ち物：エプロン、三角巾
申込：２月２８日（日）までに電話・ファックス・Ｅメール等（イベント名・氏名・ふりがな・電話番号明記）で、ＵＣＩＡに
お申し込みください。

担当：地域交流委員会

国際交流サロン

地域交流委員会

石川

毎月第 4 日曜日

“International Exchange Salon”
外国人と交流したい方などが自由に集まってお話しましょう。お友達を誘って気軽にご参加ください。

日時：１月２４日（日）16:00～18:00
２月２８日（日）16:00～18:00
会場：宇都宮市国際交流プラザ

Date/Time : January 24 (Sun) 16:00～18:00
February 28 (Sun) 16:00～18:00
Place : Utsunomiya International Plaza

参加費：無料

Fee : Free

担当：国際交流サロン

橋本

外国人と気軽に立ち話、楽しくいろいろ情報交換

地域交流委員会

POTLUCK PARTY
日時：２月１３日（土）１８:００～２０:００
３月１２日（土）１８:００～２０:００
会場：東市民活動センター会議室

Date/Time: February 13 (Sat) 18:00～20:00
March 12
(Sat) 18:00～20:00
Place : Higashi Shimin Katsudo Center

参加費：３００円＋食品一品

Fee : ￥３００＋Something to snack on

担当：地域交流委員会

石川

日本人・外国人（どこの国の人でも）参加、大歓迎！！
問い合わせ＆申込先
NPO 法人宇都宮市国際交流協会
〒320-0026

（ＵＣＩＡ）

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

HP : http://www.ucia.or.jp/

E-mail : ucia@ucia.or.jp

開館時間：10：00～20：00（年末年始を除く）
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