
広大で自然豊かなアメリカ
の田舎に行って暮らしてみ
なければわからなかった日
常生活の出来事のあれこ
れ。スーパーで、いとも簡
単にワクチン接種ができてしまうなど日
本では報道されない田舎ならではののん
びりしたコロナ禍の様子。アメリカらしい
ハロウィンの光景。現地の方との面白い
エピソードの数々などを、軽快に話して
いただきました。

がいこくじんのみなさん、
いっしょににほんごを
べんきょうしましょう！

ＨＰみてね
！

募集中
!NIA会員

市民の皆さんの国際交流活動をアシ
ストし、交流の輪を広げるために、
協会ではただ今、会員を募集してい
ます。当協会の活動趣旨にご賛同い
ただける高校生以上の方ならどなた
でも入会できます。

●正会員
　個人　  2,000円
　団体　  5,000円
　法人　10,000円

●学生会員
　個人　  1,000円

NIAホームページ
日進市国際交流協会 検索

http://www.me.ccnw.ne.jp/nia-nisshin/

みなさん一緒に

国際交流しませんか？
会
費（
年
額
）

NIAは今年4月に30周年を迎えます。9月に
は、全国的に活躍しているピアノとヴァイオ
リンのデュオ「スギテツ」のコンサートを予
定しています。案内は、「広報にっしん」に
掲載しますので、お楽しみに。一般の方も参
加できます。

スギテツがやって来る！

スギテツ公式サイト
http://www.sugitetsu.com/

NIA

周年

入門韓国語講座

講　師 金　廷修 先生
期　間 4月15日～5月20日（全5回）

※4月29日を除く
日　時 毎週金曜日（10：00～12：00）
場　所 市民会館2階会議室

イ ベ ン ト 紹 介2022年

講座が近づきましたら
「広報にっしん」に募集が掲載されます。
お見逃しなく！

簡単な日常会話に加えて、
韓国ドラマの名場面も取り上げます

入門・初級
英会話講座

講　師 エリー・ヤマモト 先生
期　間 5月27日～6月24日（全5回）
日　時 毎週金曜日（10：00～12：00）
場　所 市民会館2階会議室

ネイティブの先生から、本場イギリスの
生活習慣や食文化のお話が聞けます

わかった！！体験談
行ってみて！来てみて！

日進市と関わりのある国内外の3人のゲストと市民をつなぎ、
オンライン交流を楽しみました。

インターナショナルデイ2021 11月20日（土）

　愛知県には、全国で2番目に多い約27万人の外国人が暮らしています。これから、今まで以上に国籍
や民族などの違いを超えて相互理解を深め、ともに地域づくりを推進していくことが求められています。
　このたび、NIAの鈴木会長が、愛知県でただ1人功労者表彰を受賞しました。ALOE（海外生活体験
のある女性の会）をはじめ、現在はNIA会長として活動しています。日進市の英語版外国人向けガイド
ブックの作成や外国人相談室で留学生・市民の必要とする翻訳・通訳業務に携わるなど、外国人の支援
を通じて多文化共生の地域づくりに貢献していることが認められました。

日本に来て、感じた事や大学でのご自身
の日本やアジアについての研究、留学生
などのサポート、NIAとのかかわりなど日
本語でお話いただきました。
I was so pleased to be able to 
participate in Nisshin International 
Association's international event in 
November.  Even though the event 
was online, we could meet so 
many people, exchange our ideas 
and opinions and have a really 
great time.  Aichi Gakuin University 
considers our ties with the city of 
Nisshin, as well as the surrounding 
community, to be so valuable.  We 
look forward to deepening our ties 
with Nisshin (and the world!) in the 
future.  See you again soon!

アメリカ！
暮らしてみたら びっくり!!

思ったより大都会だった！タイ王室、仏教国ならではの毎朝の托鉢の習慣から、
生活習慣や食文化、世界文化遺産や秘境、街で発見した驚きの風景、国民の笑
顔と感謝の挨拶など、たくさんの発見！「異文化は個性。異文化の壁を乗り越え
るには、その違いを尊重し、その国を好きになること。言語を学ぶ大切さも実感
しました」とお話いただきました。

日本→
海外在

住

海外→
日進市

鈴木正子会長が「愛知県多文化共生推進功労者表彰」を受賞

語学講座

市長の
挨拶

☆対面授業を予定していますが、状況によりオンラインになる場合もあります

アメリカ　インディアナ州から
野田理恵子氏

市民会館大ホールにて

記念コンサート

わくわく どきどき　今年は何を始めよう♡ 

来てみタイ！感じてみタイ！微笑タイ！
　　　　　　 ～微笑と驚きの国、タイ王国～

タイ　バンコクから　小島都久子氏

シカゴから日本へ 
愛知学院大学
准教授として
学生をサポート

アメリカ シカゴ出身 日本在住
グレゴリー ロウ氏

安全に交
流できる

オンライ
ン企画！

世界は
近い！

サイコー
!!

たくさんの参加者

NIA会員が配信

皆様のおかげです
ありがとうございました
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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　9：00～12：00　13：00～16：00
TEL／FAX　0561-73-1131
申し込み専用メール：nia.kokusai@gmail.com

申し込み・お問い合わせ

日進市国際交流協会



10月22日、にぎわい交流館で、「ボランティア養成講座」を開催
しました。東海日本語ネットワークからお招きした鈴木勝代先
生は、「日本語ボランティアとは何か」というテーマでお話され
ました。参加者からは「在日外国人の現状がよく理解できた」
「ボランティアと学習者は、先生と生徒という関係ではないとい
うお話が心に残った」などの感想をいただきました。

日進市民会館のロビーに飾られた「リキシャ」をご存知ですか？日進市とバングラデシュ人
民共和国は2005年開催「愛・地球博フレンドシップ国」や2015～2017年「日進市民まつ
りでの物資支援活動（NIA主催）」など、ご縁がある国です。昨年4月から日本人学校に赴
任した上田先生に、バングラ目線で感じた様々な体験談をお話いただきました。現地の休
日（金曜日）に合わせて、平日夜に開催しました。

例年、外国人のホームステイ活動や外国人と市民との交流イベントを開催している
事業部ですが、現在はその開催がむずかしいため、今後の開催の参考にと大府市
の国際交流協会との交流会を企画しました。OIAからは事務局長をはじめ事務局
員、ボランティア代表、ベトナム人、中国人の計７名が参加。NIAからは鈴木会長、
事業部員11名が参加しました。大府市は、外国人の技能実習生、就労者、家族での
在住者が多い、日進市は、学園都市で留学生が多いなど、地域的な違いがありまし
たが、広報、語学、運営などのグループに分かれ、それぞれの活動を紹介し合い、
活発な意見交換が行われました。

（事業部会副部長　住田 悦子）

大府市国際交流協会（OIA）
との交流会 10月30日　にぎわい交流館にて

にっしんわいわいフェスティバル
NIAもWEB参加

2021年度は、コロ
ナ禍でも市民が参加
できる形を目指し
て、初のウェブ開催
となり当協会も参加
し、活動を紹介しま
した。市内でSDGsの活動をする市民団体、学
校、企業、行政など60を超える団体が、それぞ
れの日頃の活動を動画で紹介しました。

第1回 10月20日（金） 20：00～21：00
第2回 12月  3日（金） 20：00～21：00
ゲスト ダッカ日本人学校　上田 慶二氏

（日進市内小学校元教頭/NIA会員）

NIA初のオンライン開催に挑戦！
（10月から各８回）

市民のための
語学講座

李航先生の「入門・初級中国語講座」とサージ・ロッソ先生の「初級・中級英会話講座」にお
いて、NIA初となるオンライン講座に挑戦しました。慣れないオンライン授業に不安を感じて
いた受講生もいましたが、いざ始まってみると、「先生の口元がよく見える」「時間が有効に
使える」など予想以上に好評でした。受講生から出た地名などでわからないことは、すぐに
ネットで検索し画面上で共有するなど、オンラインならではの工夫も見られました。対面での
実施が困難な状況でやむを得ず取り入れたオンライン授業でしたが、今後の語学講座の可能
性を広げる貴重な経験となりました。 （語学部会長　乗松美和）

初級・中級英会話講座

サージ先生

入門・初級中国語講座 オンライン配信する李先生

７月17日、にぎわい交流館にて、外国人学習者とNIAボラン
ティアスタッフによる交流会を1年半ぶりに開催しました。自己
紹介に始まり、全員でクイズに挑戦した後、チーム対抗しりとり
ゲームで盛り上がりました。コロナ禍で、普段の活動である「に
ほんご教室」では多人数で集まることが困難であるため、この
交流会で久しぶりに一同が顔を合わせました。

（日本語部会長　奥村恵子）

（書記　飯野良江）

好評につき第２回‼

バングラデ
シュ

人民共和国

行ってわか
った

体験談!!

ノモシュ
カル！

（こんに
ちは～）

緊急事態宣言を受け、対面からオンラインでの講座を企画
繰り返しスタッフ間で練習会やミーティング
ズーム初心者向けのオリジナルマニュアル作成
ズーム初心者に練習会を行う
いよいよ初日！スムーズに講座が始まった！やった～！

1
2
3
4
5

スタッフも
頑張った！
～奮闘記～

日本語や日本
に関するクイ

ズ

「この花の名
前は何でしょ

う？」

「はーい！」

全員で「はい
、チーズ！」

みんなの笑顔
がこぼれます

久しぶりの交流会！楽しかった！

授業の様子

日本語
学習者
交流会

日本語
ボランティア
養成講座

今年度のNIAの活動の一部をご紹介します。コロナ禍で、留 学生とともに過ごすホームステイ、ホームビジットなど開催を見送った活動がいくつかありました。
そんな中でも、形を変えながら、各部会が工夫を凝らして活 動を行いました。
来年度はNIA30周年のイベントも企画していますので、市 民の皆さんに参加していただける催しがたくさんあると思います。ご期待ください！2021年活動

全体事業 語学部会

事 業部会

日本 語 部会

東京2020オリンピック
参画プログラムから
感謝状が届きました！

2019年NIAインターナショナルデイ

Thank you so much for 
creating this wonderful class, 
the students are great.

Serge Roso

来年度は皆さんもご一緒に！


