多言語QUIZ

日進市発行の「生活ガイドブック」の英語版・中国語版を
ご存知ですか？2017年度にNIA語学部会を中心として翻訳
いたしました。日進市の観光からごみの出し方、病院・学校の
ことなど生活に必要な様々な情報が記載されています。
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皆様のまわりにお困りの外国人の方がいましたらご紹介
お願いします。NIA事務局や日進市役所にて配布しています。

「生活ガイドブック」より出題！
同じものを線で結んでね！

――― NIA会員の皆様へ ―――
Hydrangea

①

A

A

会員の皆様には当協会の活動・運営にご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。

ア

私が会長をお引き受けして以来、すでに5か月が過ぎました。私自身にとって新しい経験
であり、大変難しい時期でしたが、各部会や各イベント実行委員会の皆様が自主的に計画を

Chest Compressions
(Cardiac massage)

②

B

B

進めてくださったことで、夏までの予定をスムーズに済ませることができましたことを、こ

イ

こにご報告させていただきます。
秋からは

Kururin Bus

③

C

C

異文化交流会や今年度の主のイベントであるInternational Dayでスポーツを

通しての国際交流を企画しております。名古屋外国語大学をはじめとする大学の留学生や市

ウ

内在住外国人と市民の皆様と一緒に、日本の武道と運動会を体験していただきたいと準備を
進めておりますので、会員の皆様もぜひご参加下さいますようにご案内いたします。

Kitchen refuse

エ

④

これからも時代に合った国際交流の催しや企画を進め、またNIA組織も若い年代の方々も

Ⅾ

D

無理なく参加できるようにしていきたいと願っております。ぜひ皆様のご意見を、NIA事務
（答えは、このページの最後に）

室にお立ちより頂く際に､またはメール等でお寄せいただけますようにお願いいたします。
日進市国際交流協会

2018年度 後半の行事予定

会長

鈴木正子

※お問合せ・ご参加お待ちしております。

11月4日（日）10：00～

同好会「現代の国際社会を考える会」

予約不要

11月7日（水）10：00～

市民のための語学講座「中級英会話」（全５回）

受付中

11月10日（土）11日（日）

第2回ホームステイ・ビジット

先着順

11月18日（日）9：00～

市民まつり

予約不要

12月8日（土）13：00～

インターナショナルデイ「武道とミニ運動会」

本日より受付中

International day
NIA SPORTS FESTIVAL
２０１８年12月8日（土）13：00～16：00

◆第28回総会のご案内◆
2019年5月18日（土）10：00～12：00 にぎわい交流館２階会議室ABC
2018年度活動報告及び2019年度活動予定 等

市民まつり

日進市スポーツセンター２階 第２競技場
※詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

２０１８年11月18日（日）9：00～16：00
ＮＩＡテント：市役所周辺
※温かい世界のお茶を用意しています。

＊総会のご案内は、３月頃を予定しています。

編集後記（広報部会）
・会員の皆様にわかりやすくお伝えしていきたいと紙面リニューアルしました。カラー写真が掲載できてうれしいです（飯）
・ニューズレターの編集は2回目ですが未だうろうろ。皆さんからご意見いただけるとありがたいです（宏）
・初めてニューズレターの編集に携わった新入部員です。いろいろ学んで、早く、使える編集員になりたいです（美）

発行 日進市国際交流協会

TEL/FAX 0561-73-1131

〒470-0122 日進市蟹甲町中島277-1 にぎわい交流館2階
開所時間 月曜～金曜 ９時～12時、13時～16時
答：①Cイ＝日進の花「あじさい」 ②Aエ＝救急救命法「胸部圧迫」

③Dウ＝「くるりんバス」 ④Bア＝燃えるゴミ「生ごみ」

２０１７年の様子
音楽とゲームとにっしん踊り

当日のお手伝い
（設営・軽食準備等）
募集しています。
可能な方は、お申し込みの際、
お伝えください。

２０１７年市民まつり
交流の様子

同好会「現代の国際社会を考える会」 取材報告
平成30年7月8日（日）10時より日進にぎわい交流館で、NIAの同好
会である『現在の国際情勢を考える会』が開催されました。６回目とな
る今回の発表者は日進市梅森在住の額見哲也氏で、演題は『海外
駐在で学んだこと（米国ボストン、豪州メルボルン）』でした。
まずは額見氏により、赴任地で経験した主として日常生活を通して
感じた両国の国民性についての発表があり、その後、参加者により
様々な体験や考え方などのフリートークが行われました。
参加者１２人のうち、最年少の高校３年生山本愛依さんは、2週間前
に１年間の米国留学から帰国したばかりで、熱心に討議に加わって
いました。

いたNIAに加入しました。事業部会、日本語部会など、どの部会も魅力的で
したが、20年ほど携わってきた翻訳（英日/日英）の経験が生かせるかもし
れないと考え、語学部会に入りました。現在、語学講座のアテンド、広報翻
訳に加え、全体事業であるインターナショナルデイの準備をお手伝いさせ
熱心なフリートークの様子

2018年度NIA事業活動報告 上半期

広報部会

全体事業

NIAに参加して一番の印象は、メンバーの企画力、行動力、献身さで、一
緒にいるだけで元気をいただけます。2カ月に1度の「現代の国際社会を考
える会」では、知的好奇心を大いに刺激されます。
今後は、外国の方達ともっと交流したいと思っていますが、それにはまず、
日本のことをもっと知る必要があると痛感しています。

よろしくお願いいたします！

日本語部会 大橋 靖子

はじめまして。NIA日本語部会 大橋靖子です。
２０１５年まで６年ほどアメリカに住んでいました。生活はとても楽しかったけれど、
子どもの学校では言葉と文化の違いに戸惑う事が多々ありました。そんな時、クラス

部会活動（月1回） ＊異文化交流会の企画と下見等

６～10月

日進市内大学留学生ホームステイ開催＋マッチングと活動報告会開催

10月

異文化交流会「モーニングと食品サンプル作り」開催

毎月

部会活動（月1回） ＊語学講座企画準備と翻訳打ち合わせ等

5月～

市民のための語学講座「入門・初級英会話講座」（全8回開催）

6月～

市民のための語学講座「初心者でも楽しく学べる中国語講座」（全5回開催）

9月～

市民のための語学講座「初級英会話講座」（全5回開催）

４月～

毎週水曜日10：30～「にほんご教室」開催 ＊月1回ミーティング開催

７月

外国人と市民との交流会「夏まつりを楽しもう」（全体事業と合同開催）

10月

日本語ボランティア養成講座（全4回開催）

ちなみに私、趣味はテニス、特技は早起き、好きな食べ物はトムヤムクン。美味しいところがあれば、ぜひ、教

毎月

部会活動（月1回）＋編集会議

えてください。これからも、よろしくお願いいたします。

4～7月

NIAニュース№70号発行（広報にっしん8月号：日進市全戸配布）

9～10月

ニューズレター№22号発行（会報誌）

５月

第27回日進市国際交流協会 総会開催

7月

わいわいフェスティバル参加（展示と災害募金のための寄付活動）
外国人と市民との交流会「夏まつりを楽しもう」（日本語部会と合同開催）

その他

英会話講座スタッフと
（左から２番目）

毎月

愛知県国際交流協会活動推進会議 参加

同好会活動

ていただいております。

左から3人目が額見さん

高校生の留学体験談発表予定です（中高生以上どなたでも参加できます。直接会場へお越し下さい）

日本語部会

語学部会 松本 淳子

還暦を前に、今後の人生、どう生きようかと考える中、以前から気になって

次回（第8回）は、１1月4日（日）10：00～12：00にぎわい交流会2階にて開催します

語学部会

NIAの活動には、様々な方が参加しています。毎号ご紹介していきたい
と思っています。皆様からの寄稿もお待ちしています。

国際交流協会（NIA）に参加して

第7回は9月2日（日）10時～「返還後の香港・マカオ」、「インド・バンガロールで感じた変化をテーマに開催され
ました。また、より幅広いテーマで、できる限り多くの参加者が取り組めることを願い、同好会の名称を「現代の国
際社会を考える会」に改めました。

事業部会

NIA会員紹介

隔月

５月・７月・９月

同好会：現代の国際社会を考える会 開催

４月～

災害募金のための寄付活動（牛乳パックスツール作製と販売）

外国人と市民との交流会「夏まつりを楽しもう」
的あてや輪投げ、ソースせんべいなど、屋台の雰囲
気を味わい、浴衣を着て「にっしん踊り」を踊りました。
最後はスイカ割りで盛り上がりました。

メイトのお母さま達が私にもわかりやすい英語と笑顔で助けてくれました。日本に戻
り、何かできないかなと思っていた時に、NIAの日本語教室を紹介され、元々学生
時代に興味があったのもあって、参加してみたのがきっかけです。

日本語は本当に難しい。普段何気なくつかっている言葉も「なんで？」と理由を聞
かれると一瞬考えてしまいます。また、学習者さん達の熱心に取り組む姿を見ると、
こちらも勇気づけられます。前期の交流会では、盆踊りと出店の夏祭りを開催しまし
た。学習者さん皆で浴衣をきて、急遽、すいか割りまでして、楽しい１日となりました。
後期の交流会では各国の料理教室を計画しており、こちらも楽しみです。
そんなイベントも交えつつ、毎週水曜日、日本語教室をみんなで盛り上げていきたいと思っています。

NIA会員として英会話講師として

ナオミ・エプステイン

Hello. My name is Naomi Epstein. I was born in New York City
but have lived in many different places over the years. I now live
in Nisshin with my husband, my 21-year-old son, my four cats,
and one dog. I also have a daughter, who recently graduated
from college and just moved to Australia.
I love traveling to quiet mountain villages, meeting new people
and making new friends, and eating good food and drink. I love
adventures and new challenges. My favorite expression is
“mottainai,” which is a term we don’t have in English. I also like
hearing and using the word “Yes!” because it is encouraging and
positive.

