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春 から始めてみませんか？
初めて受ける方も大歓迎！「市民のための語学講座」

入門イタリア語講座

入門・初級英会話講座

●４月16日～５月14日（全5回）
●毎週木曜日 10:00～12:00
●市民会館
●杉浦紀子先生
大阪外国語大学イタリア語学科卒、留学
イタリア語講師、通訳業務

●５月８日～６月５日（全5回）
●毎週金曜日 10:00～12:00
●市民会館
●クリス・ウィークス先生
イギリス出身、日進市在住
英会話教室クリスイングリッシュ主宰

イタリア

コロッセオ

各国の文化や旅の話題もお楽しみに！

Let’
s learn Japanese together!

イギリス南部の風景

にほんご教室」

外国人のための「

欢迎想学习日语的外国朋友参加！
！

ISSHO NI NIHONGO WO BENKYOU SHIMASHOU!
＊Date：Suiyoubi(Wednesday)
＊Time：10:30 a.m. - 12:00 p.m.
＊Fee：2000yen/year
＊Place：“Nigiwai Koryu Kan”(East of Nisshin City Hall)

YOYAKU (Application) TEL: 0561-73-1131
Monday-Friday 9:00～16:00

ボランティアスタッフも
同時募集中！

日本語を学びたい外国の方がいましたらご紹介下さい（随時入会可）

インターナショナルデイ
2019

報告 運動会で国際交流

日 時：2019年10月19日（土）13:00～

会 場：日進市スポーツセンター 第2競技場

2020東京オリンピックを日進市からも盛り上げていこうと、日進市にある大学の留学生や市内在住の外国人、日進市民、
総勢200人が参加し、五輪マークにちなみ5つのチームに分かれて爽やかな汗を流しました。
円陣を組んでチーム
を盛り上げました
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NIA会員になって

楽しく国際交流しませんか？

リレーやパン食い競争、缶つみ、玉入れ…など、日本ではなじみ
のある運動会の競技も、外国の方には初めての競技ばかり。競技
が進むにつれて、みんなでハイタッチをしたり、一緒に手を取り
合って勝利を喜んだり、大人も子どもも国も関係なく、一体となっ
て楽しみました。

さまざまな世代の方が活躍していま

外国語が話せなくてもOK。楽し

す。子育てや仕事と両立して・
・
・豊か

む気持ちが重要です！
「にほんご

な経験を活かして・
・
・外国の方々

教室」のレッスンは日本語で

できます。

イベント企画や活動にスタッフと

テイ（日帰り～1泊2日）。一家で

して参加しませんか？

交流。

参加者の感想（原文のまま）
・Even though we don't understand the
language, I love the team work and cooperation
towards foreigners.Thank you so much for
today's programs. Hope we can enjoy diﬀerent
activities in the place Nisshin waiting for the next
program. （市内在住 ラウルさん ネパール出身）
・This day was really great, It was really fun,
even if we don't win the O.G. Everyone was
really kind.どうもありがとう
（名古屋外国語大学ガゾーさん フランス出身）
・外国人と交流する機会はなかなかないので、少しで
もかかわることができてよかったです。
英語で司会の方が言っていることがもっとわかるよう
になりたいです （高校生 祖父江さん）
・少林寺拳法は、とても迫力があってかっこよかった
です （小学生 Kentaくん）

会員になると
参加費もお得！

企画から参加して
やりがい度120％！

あなたの家に留学生がホームス
お迎えして、我が家流で国際
つなとり合戦

行っています。

との交流を通じて仲間も

家族ぐるみで
交流できます！

聖火リレーゲームの後は、点灯式

おかしな？二人三脚

資格や経験が
なくても大丈夫！

いろいろな出会い、
世界が広がります！

少林寺拳法の演武の様子。だれでもできる護身術の体験もありました

語学講座やイベントなどの先行予
約や、会員価格で参加できます。

語学力のある方も、もちろん
welcome！

オリンピックに向けて
「東京2020五輪音頭」をみんなで練習

ン！
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外国の方も会員に
なれます！お気軽に
お問い合わせください

令 和2年度 会員 受 付中

NIAホームページも
ぜひご覧ください!!

●正会員/会費（年額） ●学生会員/会費（年額）
いろいろな活動を掲載しています。
個人
2,000円
個人 1,000円
団体
5,000円
日進市国際交流協会
法人 10,000円

問い合わせ先は裏面をご覧ください

2020年も開催予定のイベント（2019年度の様子を紹介します）
くわしくは「広報にっしん」、NIAホームページにてご確認ください

市内大学留学生との交流
（ホームステイ・ビジット）

名古屋外国語大学や名古屋商科大学などの留学生のホストファミリーとして活動
しています（6月、11月頃開催）。さまざまな国の留学生を受け入れ、どのように
過ごすかは、各家庭で相談しながら決めています。初めは、お互い緊張していて
も、時間がたつにつれ楽しい会話が弾みます。

花フェスタ記念公園にて
（イタリア出身の留学生とホストファミリー）

（受け入れにはNIA会員登録が必要です）

にっしん市民まつり

異文化交流会

毎年、秋に行われる市民まつりに参加しています。
昨年は、世界のお茶を味わいながら、英語・中国語・スペ
イン語など様々な言語でのおしゃべりを楽しみました。他
にも、お子さん向けの防災クイズや、活動紹介パネル展示
などを行い、たくさんの市民の方に来ていただきました。
みんなで粉をこねる

にぎわうNIAのテント

防災クイズに真剣に取り組む様子

インターナショナルデイ

毎年さまざまな交流活動を
企画しています。前回は梅
森の丸亀製麵さんでの「う
どん作り体験」と龍谷寺で
の「座禅体験」で外国人10
人を含む総勢30名が参加。
好天に恵まれ日本の文化を
体験し交流を楽しんでいま
した。

座禅体験中

うどんを切る

日本語教室ボランティア養成講座

市民の皆さんと市内在住の外国人が一緒に楽しく参加でき

毎年11月に講座を開催しています。ボランティアの心得

るイベントです。年1回開催していて、実行委員会形式で

や指導のポイントなどを学びます。

全部会の代表が相談して企画しています（春頃から月1回

また、教室見学やボランティア希望者の受付は随時行っ

程度の会議）
。2020年度はどんな企画になるかお楽しみに！

ていますので、お気軽にお問い合わせください。

過去のイベントの様子

にほんご教室の様子

申し込み・お問い合わせ
日進市国際交流協会 日進市蟹甲町中島277-1 にぎわい交流館2階
受付時間／月曜～金曜 9：00～16：00
TEL／FAX 0561-73-1131
申し込み専用メール：nia.kokusai@gmail.com

