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  設設立立５５周周年年をを迎迎ええてて  

理事長 臼井 佳子  

平成 20 年 9 月 1 日に

NPO 法人として登記さ

れて以来、あっという間

の 5 年間でした。思い起

こせば、特定非営利活動

法人・NPO という選択が

どうなるのか、そのプラ

スマイナスを考えながら

議論したのが昨日のこと

のようです。 

結果、国際交流プラザの管理運営を市から受託すること

ができ、懇話室も活動に使用できることひとつを取って

も、この道を歩んできたのは間違いではなかったと言える

でしょう。 

しかし他の NPO の活動家は言います。UCIA は恵まれ

すぎていると。どの NPO もが抱えている、活動の場所・

資金・広報などの課題が初めから確保されている UCIA は

甘えている、市に頼りすぎていると。こういった声がまっ

たく的外れとは言えません。 

でも、市の一外郭団体として位置づけられていた時か

ら、UCIA の活動は自主的で独立したものであり、時には

行政に先駆けて動き出し、いろいろな形で協力しながら宇

都宮市の国際化を担ってきたという自負があります。 

 

多くの熱い思いを持ったボランティア、各部会のリーダ

ーだった方々、歴代の会長・副会長、協力団体、もちろん

事務局のメンバーたちも力を合わせて、家族的な雰囲気の

中にも緊張感を持ってNPOへの道筋を作ってきたことを

忘れてはなりません。 

だからこそ今、NPO として 5 年を数えた今、もう一度

初心を思い出したいのです。NPO は多くの場合、ひとつ

の目的の元に結集したメンバーがその実現のためにボラ

ンタリーに熱心に活動していきます。 

そして多くの場合、活動の継続の中で左記に挙げたよ

うな困難を乗り越えることでさらに結束が強まってい

くようです。 

 

我が UCIA には「国際交流」という大きなテーマはあ

りますが、会員の関心のある分野は多岐に渡り、実際の

活動の態様も多彩、また少なくない会員数で全体のコミ

ュニケーションを充分に図るのがむずかしいのも事実

です。しかもそれぞれの会員が UCIA に期待すること、

関わり方にも濃淡があります。言ってみれば「多角“経

営”」の企業か総合商社のようなもの。 

しかし企業と違うのは、誰も営利を目的としていない

こと、実績を上げたからといって出世したりしないこ

と、管理職の下で命令されたり評価されたりしないこと

などなど。 

もちろん強力な理念を持った“経営者”の下で組織の

ために働く訳ではありません。そこには「縦」の関係は

なく「横」と、ときに「斜め」の関係で結びついた自由

な人間関係があるに過ぎません。 

 

ですから、会員となったひとりひとりが自分の関心や

活動分野を越えて、UCIA 全体の動きに少しでいいから

「身を乗り出して」いかないと NPO10 年は危ういもの

になるでしょう。 

 

どうぞ会報誌や情報スクランブルを手になさったら、

そこにある事業やイベントに積極的に参加してくださ

い。総会や各委員会のミーティングで意見やアイディア

を聞かせてください。他の会員が「国際交流」をどのよ

うに考えここに集っているのか、そして自分はどうなの

か、話し合う中から新たな活動の芽が育つと信じていま

す。 
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設設立立５５周周年年記記念念講講演演会会  

秋山 光庸 

 当協会の NPO 法人設立 5 周年を記念した記念事業として、また、なお一

層の市民の国際理解を推進すること、国際協力できる人材を育成することを

目的に、10 月 13 日（日）、栃木県総合文化センター・サブホールにおいて、

宇宙飛行士の山崎直子さんを講師にお迎えしての記念講演会を開催しまし

た。 

「宇宙への夢～世界の仲間たちと共に～」という演題で、宇宙飛行士にな

るという夢を実現していくまでの過程や宇宙飛行士になるための訓練、宇宙

ステーションでの作業の様子を、山崎さん本人が宇宙で実際に撮影されてき

た写真などを使いながらお話いただきました。言葉、文化背景、国籍の違う乗組員たちとの宇宙空間での共同生活

のお話は、地域での多文化共生を考えていくうえで一つのヒントになると感じることができました。 

 約 450 人近い来場者の中には、青少年の姿も多くみられ、子どもたちにも夢を与えられた講演会だったと思い

ます。質問タイムでは、質問者を指名するのに困るほど手が上がる中、山崎さんは質問者の近くまで歩み寄り、質

問に丁寧に答え、最後に質問者と握手をする姿には清々しさを感じました。 

講演を通して、山崎さんは宇宙理解に強い問題意識を抱き続け、克己心で

自分の道を開き、人生に対しては、楽天的で成功体験に満ちた好奇心溢れる

方だとの印象を受けました。今後の世界における日本国および日本国民の名

誉ある立場に貢献していただけることを期待します。 

設立 5 周年記念講演会が成功裏に開催されたことを、山崎さんの実力とと

もに、多くの実行委員のご協力によるものと深く感謝いたし厚くお礼申し上

げます。 

 

 

 

山崎さんは国際宇宙ステーションのマークの入った

青い半袖のスーツで颯爽と登壇されました。 

山崎さんが宇宙に行きたいと心に抱いたきっかけは、

家族旅行で北海道に行った際、札幌のラーメン屋さんで

偶然にインド人と出会ったのが始まりだそうです。子ど

も心に見とれていたそのインド人に挨拶され、世界の広

さを初めて意識し、その後、思いは地球の外に煌めく

星 （々プラネタリウム）やアニメの宇宙戦艦ヤマトへと、

宇宙への思いが強くなっていったそうです。 

東京大学大学院航空宇宙工学専攻修士課程を修了後、

現在の宇宙航空研究開発機構（JAXA）に勤務され、2001

年に国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定

されました。2003 年にコロンビア号の帰還事故があり、

その後のスペースシャトル打ち上げが実施されるのか

未定という状況の中で、宇宙飛行士としての訓練が始ま

ったそうです。ロシアでの－20℃という過酷な環境での

サバイバル訓練などを経て、ついに 2010 年、スペース

シャトル・ディスカバ

リー号に、ミッション

スペシャリストとし

て搭乗し、国際宇宙ス

テーション組み立て

ミッションに従事さ

れました。 

 

 

15日間滞在した国際宇宙ステーションでの重要なミ

ッション活動のお話のほか、生活面のお話として、4.5

畳ほどの部屋に壁面・天井・窪みを利用して寝ること、

水は循環水であること、バネを利用して体重を量るこ

と、物を運ぶには手を足代わりにして両足に物を挟ん

で運ぶことなど、興味ある経験をたくさん披露して下

さいました。 

 

                        

講演内容概略 

○●○司会という重責を終えて○●○ 

司会にチャレンジすることができ心から感謝します。

山崎さんのお話を聞いて、「日本について知らなかったこ

とが恥ずかしかったです。日本のことを知って初めて国

際人になる。」という言葉が心に残りました。国際人にな

るために単に海外に行くのではなくまず母国のことを学

んでおくことが大事だなと気づかされました。 

もう一つのことがすごく印象的でした。それは、講演

の初めから終わりまでの心のこもった山崎さんの素敵な

お辞儀でした。宇宙飛行士として、女性として、一人の

人間として山崎さんの事を尊敬します。山崎さんと出会

えた日が思い出いっぱいの一日でした。山崎直子さんか

ら頂いたサイン「われら宇宙の子」を一生の宝物にしま

す。本当にありがとうございました。 

＜ノンティビック（ベトナム人留学生）＞ 
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  ふふるるささとと宮宮ままつつりり「「宮宮っっここよよささここいい」」    
吉田 しのぶ  

毎年 8 月の第 1 日曜日は「ふるさと宮まつり」の最終

日となり、その最後を飾るのが「宮っこよさこい」です。

1999 年のこと、ある外国人から日本のまつりに興味が

あると聞きました。毎年恒例の宇都宮市のまつりで「よ

さこい踊り」を募集していることが分かり、早速応募し

たものの参加者は見よう見まねで踊ったものでした。 

2 年目からは富士一千代さんから振り付けを指導し

てもらい、宇都宮市国際交流協会の連の先頭で踊ってい

ただき、ようやく

体裁が整いまし

た。2005 年には、

UCIA ロゴ入りの

専用ハッピを作

り、市民へのアピ

ールも大きくなり

ました。 

その後、曲が民

謡調からサンバ調

の速いテンポのも

のに変わり、地域

交流委員会の有志

が集まって振り付

けを創作しまし

た。日本の伝統的

な民謡調のものか

らマツケンサンバ調のものまで織り交ぜた振り付けを

仕上げました。 

14 回目の参加となる今年の宮まつりは、残念ながら夕

立の豪雨で中止にはなりましたが、7 回の練習会には多

くの仲間が集まり盛り上がりました。これからも外国人

と一緒に宇都宮市の大通りを思い切り踊り、日本のまつ

りを満喫したいと思います。 

（今回は雨で中止となったため、以前撮影した写真で様子をお伝えします） 

  

ババーーベベキキュューーのの集集いい  

石原 聡 

10 月 6 日（日）、

天候は晴れ。前日ま

で天気予報の雨マー

クがなかなか消え

ず、「明日は予定通

りですか？」や「中

止の時に連絡はあり

ますか？」と参加者

から不安の問い合わせがある中、なかなか中止には踏み

込めず「絶対催行する！」「雨は降らない！」と変な自

信だけはあり、中止にはしませんでした。でも当日は天

気予報を覆すほどの、良いバーベキュー日和となりまし

た。これも参加者皆様の日頃の行いが良いおかげなので

しょう。 

今年は昨年まで実行委員長としてご活躍されており

ました吉田勉さんに変わりまして、私、石原が担当させ

て頂きました。人

をまとめるという

大変な役目に吉田

さんの御苦労を感

じ、いい経験にな

りました。場所は

宇都宮市森林公園

のバーベキュー広

場で行いました。 

4 チームに分かれて、肉を焼き、食べながらおしゃべり

して交流を深めました。食後に行ったベロニカさん提案

の宝探しゲームでは、森林の中で小さなキャンディを探

すという、非日常的なゲームに皆さん夢中になり、見つ

けた時の笑顔がとても素敵でした。 

宇都宮市森林公園は市内からさほど遠くなく、赤川ダ

ムや古賀志山がありのんびり出来る場所です。自由時間

には森林の中を散歩するなど各々楽しんでいました。 

16 名の日本人、11 名の外国人の計 27 名の参加者が集

まり、国際交流が出来て、何より皆さん積極的にお手伝

いをしてくれたので、とても充実した楽しいバーベキュ

ーになりました。感謝感謝です。 
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よよううここそそ！！ううつつののみみやや 

 9 月 7 日（土）に第 3 回「ようこそ！うつのみや」を、うつのみや表参道スクエア会議室で開催しました。 

今回は、「日本の暮らしと法律について」と題し、薄井里奈弁護士にご説明いただきました。通訳として宋華潔

さんと山本燕さん（中国語）、金賢浄さん（韓国語）、石和スワンニーさん（タイ語）、阪本ベアトリースさん（ス

ペイン語）、郡司泰江さん（英語）にご協力をいただきました。 

説明の後は参加者皆さんで交流を深めてもらい、薄井弁護士に個別に相談を受けていただきました。 

以下に、薄井弁護士の説明の一部と通訳者の感想を掲載します。 

 

  

  
 

  

  

                        

◎外国人と関係の深い役所 

それぞれ手続きできる内容が異なります。 

①市役所→住居地届出・変更など  

②入国管理局→住居地以外の変更、在留カードなど  

③家庭裁判所→家族の問題について  

④簡易裁判所と地方裁判所→金銭トラブルなど 

◎どんな時に法律の問題になるの？ 

問題のケースによって、どの国の法律が適用される

のかが変わり、複雑です。 

【夫婦間の問題の場合】※日本に二人が住んでいる場合 

①国籍が同じ外国人同士→同一本国法  

②国籍が違う外国人同士→普段二人が住んでいる

日本の法律 

③日本人と外国籍同士→もっとも密接に関係して

いる国の法律 

【親子間の問題の場合】 

・原則、子どもの本国法が父母のどちらかと同一

である場合には子どもの本国法で親権を決める

ことになります。 

 外国人住民に多い借金トラブルの解決方法や労働問

題として、賃金の支払い方法・労働時間など労働基準法

上の規定は日本人と同じように適用されること、警察沙

汰になった際の対処方法などを詳しく事例をあげなが

ら説明してくださいました。 

 9 月 7 日「ようこそ！うつのみや」のイベントが開催されました。24 名の外国人が参加してくださり、特

に中国人は 13 人も参加してくれました。会議室も狭いと感じるほどでした。宇都宮在住の方以外にも市外か

ら参加してくださった方もいました。 

 参加者は、日本人の配偶者、学生、研修生、就職している方などで在留資格も様々のため、気になること

や、尋ねたいこともそれぞれでした。 

 薄井弁護士は、日本の法律に従って、特に外国人が宇都宮で生活する上でのいろいろな問題について、や

さしく、詳しく話してくださいました。 

 これまで長年の間、私は中国語相談員として、様々な相談に対応してきました。この日も、中国語で通訳

をする時に、ひとりの宇都宮市在住の外国人として、また新たに皆さんの気持ちを理解することができまし

たので、このイベントは外国人にとって意義のあるイベントだと思いました。 

 これからも、外国人の方々にとって住みやすい環境をつくるために、皆さんと協力し合い、がんばってい

きたいと思います。                              ＜山本 燕＞ 
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夏夏休休みみふふれれああいい集集中中日日本本語語教教室室  
大久保 恭子 

 久しぶりに

仲間やスタッ

フと会い、おし

ゃべりをする

楽しそうな顔、

嫌々ながらの

来室を思わせ

る表情、来日直

後で日本語が全く分からず緊張した面持ち・・いろいろ

な顔を迎えて、春休みに続いての子供たちの日本語教室

が 7 月 24 日から 12 日間、国際交流プラザで開かれまし

た。 

総勢 14 名の子どもたちをそれぞれの状況に合わせた

グループに分けての支援です。日常会話だけでなく、学

校の授業が理解できる日本語の支援も必要です。 

 自分の孫に接するように、遊びを取り入れながら支援

するやさしい祖父母の顔のスタッフ、受験を控えた中学

生に、「これだけは・・」と必死ながらも笑顔で支援す

るベテランスタッフ、どんな支援がいいのか日々悩むス

タッフ、そんな中、子どもたちの表情も日々和らぎ、和

気あいあいとした雰囲気が満ちてきます。 

 

日本語は話

せ な い け れ

ど、異なった

母語で言い合

ったり、じゃ

れ合ったりし

ている姿も見

られ、子ども

の底力を感じます。また、ある時から学校で全く話さな

くなっていたＳさんが、来室後数日して声を出して話す

ようになりました。部屋にいたスタッフ一同大喜びで

す。同じような仲間やスタッフとのふれあいで心が和ん

だのでしょう。これも私たちの目標の一つです。   

最終日の「また来たい。」「もっと勉強したい。」の

声に、支援の方法に日々悩んでいた私も少しホッとしま

した。でも、早く新しい環境に慣れ、友達を作り、自立

して学校生活が送れるようになって、この教室での支援

の必要がなくなる日が来ることが私たちの目標でもあ

るのです。「その時には元気な顔で、後輩たちにアドバ

イスしに来てね」との思いで見送ったのでした。 

日日本本文文化化ふふれれああいい教教室室  
～～本本格格的的なな日日本本のの家家庭庭料料理理編編～～  

北野 生代 

日本文化委員会では、「外国人に日本の家庭料理を知

ってもらおう！」と、イベントを企画し、10 月 20 日（日）

に宇都宮市職員会館調理室において開催いたしました。 

 私は、タイ人の友人と参加しました。冷たい雨が降り

とても寒い日でしたが、たくさんの外国人が参加してく

ださり賑やかに始まりました。 

 メニューは、「稲荷寿司・のり巻き（かんぴょう巻き・

かっぱ巻き）・味噌汁・さつま芋の和菓子」です。みな

さんは先生の話を聞きながらメモをしたり、写真を撮っ

ていました。「自分が食べる稲荷寿司・のり巻きは自分

で作ろう！」と、みんな楽しみながらも稲荷寿司の油揚

げが破れないように、丁寧に酢飯を詰めていました。の

り巻きは、巻きすだれを使用して巻きましたが、巻きす

だれを使うのはみんな初めて。 

海苔から酢飯がはみ出したりして丸めるのが難しか

ったようで、個性あるのり巻きに仕上がっていました。

さつま芋の和菓子は、茹でたさつま芋を潰して中に餡を

入れて丸めました。こちらも大小様々で、かわいらしく

皿に並びました。私も丸めましたが、一番大きかったか

も知れません（笑） 

 「鰤（ぶり）のあら汁」は鰹（かつお）節で出汁をと

り、手作り味噌を入れた味噌汁で、とても美味しくいた

だきました。外国人からは「楽しかったです。また参加

したいです。」と言っていただき、とてもうれしく思い

ました。先生方の丁寧な指導で、みなさん、日本の家庭

料理を楽しんで学べたようです。ありがとうございまし

た。 
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姉姉妹妹都都市市オオーーククラランンドド市市へへのの高高校校生生派派遣遣事事業業  

オオーーククラランンドド市市ととななっってて、、初初めめてて 55 名名のの高高校校生生をを派派遣遣ししままししたた  

  丸山 秀彦 

今年は、マヌカウ市からオークランド市となって初め

ての高校生派遣事業が再開されました。 

これまでと異なって、今回はオークランド市の斡旋に

より、マヌレワ高校が直接の受け入れ先となり、派遣期

間も 7 日間と短縮されました。 

2 年ぶりの再開とあって応募状況が心配でしたが、応

募者は 12 名、面接選考の結果、5 名の派遣生が決定し、

7 月 5 日に説明会、そして毎週土曜日に 4 回の事前研修

会が行われました。派遣生 5 名は、8 月 5 日～11 日まで

の 7 日間、オークランド市を訪れ、学生の家庭にホーム

ステイしながら家族との交流や学校体験、市内の博物館

などの施設見学を楽しみ無事帰国されました。 

今回は、受け入れ先のマヌレワ高校の要望により、自

分の学校のこと、家族のこと、趣味や将来の夢などにつ

いてパワーポイントを作成し、事前研修でプレゼンテー

ションのリハーサルをやるなどの準備もしたり、指導に 

当たった実行委員の皆さんも一緒に勉強したり和やか

な研修の後、出発していきました。帰国した派遣生の感

想は、「大変だったけど、とても楽しかった」「もっと

期間が長ければ…」「帰りたくなかった」「また行きた

い！」等々。 

 再開した高校生派遣事業は、大成功でした。担当した

実行委員は、来年ももっともっと大勢の高校生が参加出

来るよう期待

し、この研修を

通して、世界に

目を向けた多

くの若者が巣

立っていくこ

とを願ってお

ります。 

オオルルレレアアンン市市かかららのの高高校校生生訪訪問問団団受受入入事事業業  

アアンンヌヌ・・カカトトリリーーヌヌ先先生生ととジジャャンン・・ゼゼ高高校校のの高高校校生生 66 名名  

丸山 秀彦  

福島第 1 原発事故の影響で日本への渡航禁止が解除

され、今年 2 組目のオルレアン市からの高校生訪問団の

皆さんをお迎えしました。今回は宇都宮市の委託事業の

一環で、来日されました。 

リーダーのアンヌさんは、15 歳の高校生の時に初来

宇して以来 6 度目の宇都宮訪問でした。13 年前の宇都

宮での体験が忘れられず、現在勤めているジャン・ゼ高

校の学生にも、是非日本の生活を体験させたいと計画さ

れ、学生たちはこの日のためにアルバイトをして資金を

貯め、待望の来日となったのだそうです。 

10 月 17 日に来日し、まず原爆の被災地広島を訪れ、

京都を経て東京では高校を訪問し実習体験を、そして 

23 日の夜、宇都

宮に到着しま

した。 

宇都宮では、

まず UCIA 会員

宅でホームス

テイを楽しみ、

24 日には宇都宮市長表敬の後、大谷など市内散策、お

昼には「餃子」を堪能し、初めての書道体験では「かわ

いい」「愛」「祭」「和」などの漢字やひらがなを上手

に浄書し、大いに盛り上がっていました。夕刻には、歓

迎会でホストの皆さんや会員の皆さんと、片言の日本

語、英語、そしてフランス語でにぎやかな交流のひと時

を過ごしました。 

25 日は折からの台風 27・28 号の影響で小雨降る中、

日光東照宮や日光江戸村での観光を楽しみ、夕刻新幹線

に乗って岩手県遠野での被災地ボランティアに参加す

るのだと、元気に移動して行きました。ホストの皆さん、

ありがとうございました。 

 受け入れにあたった実行委員の皆さんも「じぇじぇじ

ぇ！」の強行日程で、まるで台風一過の受け入れでした。  
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土土曜曜英英会会話話  

牧野 チヨ 

☝スピーキング力をつけたい！ 

☝ビジネスの場で使える英語を！ 

☝TOEFL や TOEIC にチャレンジしたい！ 

英語による、英語を必要とする人のための、無料の英

語ワークショップです。（1 回分の Text代として￥300

が必要） 

UCIA の通訳グループ有志が、ベテランの中川哲夫先

生を迎えて、2013 年 6 月に開講しました。全 10 回のコ

ースで、毎月 1 回、第 4 土曜日に東生涯学習センターで、

13:30 から 15:00 まで開いております。すでに 4 回目の

講座が終了し、いよいよ後半の佳境に入るところです。 

毎回集まってくる約 30 名の仲間は、英語特有のリズ

ムと音声のシャワーを全身に浴びて、元気に英語をしゃ

べりまくっています。小グループで話し合うことも多

く、語彙の増やし方など、仲間から学ぶことも多々あり

ます。一人で勉強すると自分のテリトリーだけの狭い範

囲になりがちですが、仲間を通して語彙が広がります。

お互いに協力し合ったり、刺激し合ったり、90 分はあ

っという間に過ぎてしまいます。 

 

又、この講座には毎回個性豊かな外国人ゲストが登場

し、私達のテーマでもある異文化理解に、それぞれユニ

ークな視点で助言をしてくださいます。 

ゲストと中川先生との絶妙のコンビで、心地よいナチ

ュラルな英語が全体の空気を支配するのもこのクラス

の魅力です。 

まだ若干のメンバーの受け入れが可能です。私達と一

緒に英語で話しませんか？ 

ＴＴＯＯＥＥＩＩＣＣ公公開開テテスストト運運営営をを請請けけ負負っってて  

吉田 勉 

 英語は今や英米豪などの国の言語というよりは世界

共通語となった感があります。 

世界中どこへ行っても英語は大なり小なり通じるた

め、世界の中で活躍するビジネスマン、外国で学ぶ学生

などには英語力が必須となっています。 

英語のコミュニケーション能力を評価する最も権威

あるテストが TOEIC です。世界 150 ヶ国で実施され、

年間 700 万人が受験すると言われています。 

日本では IIBC（国際ビジネスコミュニケーション協

会）がその運営に当たっています。全国 80 都市で年 6

回（大都市では 10 回）実施され、年間 230 万人が受験

しています。 

宇都宮市内では 2 ヶ所で実施していますが、その 1 ヶ

所を UCIA が運営を委託されています。もう 1 ヶ所は

TIA（県国際交流協会）が請け負っています。 

  TOEIC（Test of English for International Communication）

は、企業・官公庁・学校など 3200 団体が採用して、例

えば企業では入社の基準、海外駐在や昇格の基準として 

いるところも少なくありません。  

テストはリスニングとリーディングに分かれていま

す。皆さんも受験をトライしてみてはいかがでしょう

か。 

TOEIC 運営を請け負ってから 3 年余になります。毎

回 30 人近くのスタッフに会場の設営、受験者の誘導、

受付、試験官として試験教室内での受験者へのアナウン

ス、試験監督などの業務をお願いしています。スタッフ

の数はまだ不足していますので、運営に興味のある方は

ぜひ協力をお願い致します。 
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編集・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丁目 1番 1号
うつのみや表参道スクエア 5階
国際交流プラザ内

Tel: 028(616)1870 Fax: 028(616)1871
受付時間: 10:00～20:00
E-mail: ucia@ucia.or.jp
URL: http://www.ucia.or.jp/

NPO法人宇都宮市国際交流協会 

Utsunomiya City International Association
NonProfit Organization

国際交流いつやるの？ 今でしょ！！ 
◆外国人のための日本語教室  ◆外国語講座 

◆日本文化教室        ◆姉妹都市交流 

◆国際理解教室        ◆翻訳・通訳 

◆国際交流イベント 

◆外国人のための総合相談  ＠国際交流プラザ 

月～金曜日・第 4日曜日（予約制）15:00～18:00 

会員になりますと、 
以下の特典があります。 

様々な 
国際交流の

ボランティアに
参加できます。 

講座の 
受講料が割引
になります 
(一部の講座
を除く)。 

奇数月 
に情報誌をお
送りします。 

ホスト 
フ ァ ミ リ ー 
の登録ができ
ます。 

○○●●○○  広広告告募募集集ににつついいてて  ○○●●○○  

  

UCIAでは、年 3回(7月、11月、3月)会報誌を発行しています。
広告掲載をご希望の方は UCIA へお問い合わせください。
◆ 費用   15,000円（5,000円／回）
◆ サイズ  6cm×8.5cm

ホームページでも、広告バナーを募集しております。詳細は、
広告バナーページ(http://www.ucia.or.jp/advertisement.html)をご
覧ください。

 ◆ 費用   3,000円／月
  ※ 3か月から掲載可能です。

 

 
〒320-0066 栃木県宇都宮市駒生１丁目１番６号 

財団法人栃木県青年会館 
TEL.028(624)1417(代) FAX.028(624)1843 
http://www2.ocn.ne.jp/~concere/ 
E-mail:concere@olive.ocn.ne.jp 

 
 

 
 
 

 

 

                        

ご案内 

UUCCIIAAララジジオオ番番組組
「「手手ををつつななごごうう  世世界界ののななかかまま」」

◆◆放放送送時時間間：：第第 22・・44土土曜曜日日  

1133::3300～～1133::4455
◆◆放放送送局局：：CCRRTT 栃栃木木放放送送  

（（宇宇都都宮宮 11553300kkHHzz、、足足利利 11006622kkHHzz、、那那須須 886644kkHHzz））  

毎毎回回宇宇都都宮宮在在住住のの外外国国のの方方ををゲゲスス

トトににおお迎迎ええしし、、母母国国のの文文化化習習慣慣ななどど

ののおお話話ののほほかか、、ややささししいい日日本本語語のの朗朗

読読ももあありりまますす。。  

UUCCIIAA会会員員ババッッジジ
会員証の代わりとして、UCIA会
員バッジを作製しました。 

会員の皆様にお配りしています

ので、近隣にお越しの際は事務局に

お立ち寄りください。 

井上総合印刷様 広告 




