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

２０１６．５．１８発行

地域交流委員会

工場施設見学会 in 日光
参加者募集！！

留学生や外国人住民と日本の伝統技術、歴史、自然などを楽しみます。

日時：７月３日（日）７：００～１７：００
集合場所① ７：００ 宇都宮大学峰キャンパス正門
集合場所② ７：３０ 関東交通㈱前（JR 宇都宮駅東口）※地図参照
行き先：足尾・日光
足尾銅山（世界遺産登録申請中）
旧イギリス大使館別荘（7 月 1 日初公開！）・イタリア大使館別荘記念公園
丸彦製菓 せんべい焼き体験
日光ゆば引き上げ体験
募集人数：先着４５名
参加費：留学生２，５００円・UCIA 会員４，０００円・一般４，５００円・小学生１，５００円
申込：参加希望者は UCIA に申し込み、６月１８日（土）までに参加費を納めてください。
担当：地域交流委員会 石川
※集合場所②
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関東交通㈱前（JR 宇都宮駅東口）地図

地域交流委員会

ふるさと宮まつり 宮っこよさこいを踊りましょう
参加者募集

宇都宮の夏の風物詩「宮まつり」で、日本人・外国人一緒になって、よさこい踊りを踊りましょう。
（本番は８月７日の夕方です）

練習日程：７月 ３日（日）１７：３０～２０：３０
７月１０日（日）１４：００～１７：００
７月１７日（日）１４：００～１７：００
７月２３日（土）１８：００～２０：００
７月３１日（日）１４：００～１７：００
８月 ３日（水）１８：００～２０：００
８月 ６日（土）１４：００～１７：００

中央生涯学習センター３０４視聴覚室
宇都宮市総合福祉センター４階視聴覚室
中央生涯学習センター３０３会議室
宇都宮市総合福祉センター４階視聴覚室
中央生涯学習センター３０４視聴覚室
宇都宮市総合福祉センター４階視聴覚室
未定

練習参加費：無料
担当：地域交流委員会

石川

世界の料理で異文化コミュニケーション

国際理解教室

「所変われば食（？）変わる」…聴いて、試して、調理して…
世の中はまだまだ知らないことだらけ
そんなあなたの人生にちょっぴり彩りを加えてみませんか？
期日
６月２日（木）

内容

講師（敬称略）

え？！これって餃子？

宇都宮市国際交流協会

～宇都宮餃子もびっくり！

国際理解教室ボランティア
岸田 カルパナ

ネパール版餃子「モモ」の真実～

６月１６日（木）

フォーや生春巻きだけではありません！

栃木県国際交流協会

～ベトナムの美味しいお話～

国際理解講師
グエン・ゴック・クオン

６月３０日（木）

決定版！これぞイタリアン「おふくろの味」 宇都宮市国際交流協会
～パスタ・ピッツア以外にもある（アル？）デンテ～

国際理解教室ボランティア
ブルーニ・マッテオ

時間：１０：００～１２：３０
会場：上河内生涯学習センター調理実習室

※この事業は上河内生涯学習センター主催

対象・定員：市内在住・通勤の成人１５名

講座であり、UCIA は外国人講師の派遣に

持ち物：エプロン、三角巾

協力しています。

参加費：食材費の負担あり
申込：直接、上河内生涯学習センターにお問い合わせください。
電話０２８－６７４―２２３３
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日本語委員会
がいこくじん

に ほ ん ご きょうしつ

★★★ 平成２８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

8/9、16、11/22、12/27、1/3、
13：30～15：30

上 級

13：30～15：30

ちゅう

3/28
げつ

えん

1 ヶ月1,000円

初級～ 中 級
ど

すがた が わ ち

1/4、3/29
7/30、8/13、10/15、12/24、

13：30～15：30

土曜日

6/29、8/10、17、11/23、12/28、

31、1/7

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

10：00～12：00

休み
8/16、12/27、1/3

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
6/16、7/21、8/11、9/22、11/3、
12/29、3/30

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
8/13、9/24、12/24・31、1/7、
2/11

★★★ 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
7/18、8/1、15、9/19、10/10、
31、11/21、12/26、1/2、9、3/20

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
7/17、8/14、10/9、1/1

担当：日本語委員会 橋本
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国際交流サロン

地域交流委員会

毎月第 4 日曜日
実行委員募集中！

“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：５月２２日（日）16:00～18:00
６月２６日（日）16:00～18:00
会場：宇都宮市国際交流プラザ

Date/Time : May 22 (Sun) 16:00～18:00
June 26 (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：６月１１日（土）１８:００～２０:００
Date/Time: June 11 (Sat) 18:00～20:00
７月 ９日（土）１８:００～２０:００
July 9
(Sat) 18:00～20:00
会場：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
担当：地域交流委員会

Fee : ￥３００＋Something to snack on

石川

日本人・外国人（どこの国の人でも）参加、大歓迎！！

事務局

平成２８年度通常総会

日時：６月１９日（日）

１３：００～１５：００

１５：００～１６：００
会場：未定（後日、開催通知でご案内いたします）
担当：広報渉外委員会

通常総会
懇親会

国際交流活動報告パネル展
６月１２日（日）～６月２６日（日）
＠うつのみや表参道スクエア５階フロア

鈴木

パリ祭を祝うピクニック【フランス宇都宮協会主催】

UCIA 登録団体情報

ピクニックを楽しみながら、フランスの文化理解を深め、交流しましょう。

日時：７月９日（土） １１：００～１３：００
会場：八幡山公園（宇都宮タワー前集合）
参加費：無料
定員：２０名（定員になり次第締め切り）
持ち物：食品一品と飲み物（雨天時：会場変更のためスリッパ持参）
申込：フランス宇都宮協会のウェブサイト（ http://franceutsunomiya.wix.com/france-utsunomiya ）からお申し込みください。

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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