
城 陽 市 国 際 交 流 協 会

JOYO INTERNATIONAL EXCHANGE ASSOCIATION

2013 年 5 月 ･6 月スタート

2013 年度　城陽市国際交流協会　会員特典

2013 年度会員の皆様に、チケットを特別料金にてご購入

いただけます。この機会にぜひ今年度もご入会いただき、

会員特典をご利用ください。
由紀さおり コンサート

◇日　時　　2013 年 10 月 5日 ( 土 )
開演 午後 5時 30分
（開場 午後 5時）

◇場　所　　文化パルク城陽　プラム
ホール

◇チケット　2013 年度会員 4.500 円
（通常前売り 6,500 円）

◇定　員　   30 枚限定

プラムホール 1F

1 階 H～ K列目のいずれかが協会に割り当てられます。（発売
前5月16日に確定予定）数字は14~43の席を販売いたします。

〒 610-0121

城陽市寺田西ノ口 7-4

　（西邦ビル 2 階）

TEL: 0774-57-0713

FAX: 0774-57-0714

E ﾒｰﾙ : office@jiea.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ : http://www.jiea.jp/

EVENT INFORMATION
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▼期　間　2013 年 5月 11日・18日・25日、6月 1日、
7月 13日 ( 全て土曜日 ) 
午前 9時 30分～ 12時 30分
上記日程以外に 6月～ 7月初旬に実習を 4回

▼対　象　これから日本語支援ボランティアを始めたい人

▼講　師　土井　佳彦氏（NPO法人多文化共生リソース
センター東海代表理事、NPO法人 多文化共
生マネージャー全国協議会理事）、
夢気球メンバー

▼場　所　城陽市国際交流協会、
実習場所は協会又はぱれっと JOYO

▼定　員　20人 ( 先着順 )

▼受講料　無料

＊詳しくは同封のちらしをご覧ください。

在住外国人に対する地域の役割
外国人と共に暮らす社会、多文化共

生社会とはどんなものでしょうか。現

在、城陽市には 600 人弱（その内約

200 人はニューカマーと呼ばれる近

年来日した人々）が住んでいます。

昨年、在留管理制度が変更され外国

人が住民登録台帳に記載されました。

新しく日本に定住する外国人が増え、

◇会員お一人様 2枚、団体 ･法人・賛助会員は 4枚までご
利用いただけます。

◇申込み　　5月 20 日（月）から受付けます。電話または
窓口にて、チケット枚数（座席番号 14 ～ 43）をお知ら
せください。

◇お支払い  7 月末までに協会へお支払ください。

＊当協会以外の販売所ではこの特典はご利用いただけませ
んのでご注意ください。

JIEA Kids English

新規事業として子ども英会話教室（1 年間コース）を

開設し、受講者を募集します。

1 年間、週 2 回の継続的な授業で楽しく学びながら英

語での自己表現ができることを目指します。

講師は英語を母国語としている人（ネイティブ・スピー

カー）と日本人です。

▼日　時：5月 11日（土）午後 1時 30分～ 3時 30分

▼受　付：午後 1時 15分～

▼場　所：城陽市国際交流協会

▼講　師：土井 佳彦 氏（NPO法人多文化共生リソースセン

ター東海　代表理事）

▼参加費：500 円（お茶とお菓子付き）

▼定　員：30人

▼締切り：定員になり次第

▼申込み：Eメール、ファクス、または往復はがきにて「イ

ギリスの多文化共生」住所、氏名 ( フリガナ )、電話番号を明

記の上、協会へ申し込んでください。協会窓口、ホームペー

ジでもお申込みいただけます。

外国人の日本語学習を支援するボランティアの養成を

目的とした講座の受講者を募集します。日本語支援ボラ

ンティア活動に必要な基礎知識と実践能力を身に付ける

ためのカリキュラムです。日本語教室を運営している「夢

気球」が、実践的な養成講座を作りました。

講座を修了後は当協会の日本語支援ボランティア団体

「夢気球」のメンバーとしてご活躍いただけます。

2013 年 3 月イギリスのロンドンと

中部の街コベントリーにおける多文化共

生施策の視察についての報告会です。

行政・学校・NGO 等諸機関の活動の

紹介と、日本における今後の取り組みへ

の参考とするためのワークショップです。

なお、このイベントでの収益は NGO 

～課題解決に向けた予防的アプローチ～

Celebrate diversity in Society

イ ギ リ ス の 多 文 化 共 生

国籍が多様化する中、外国人を地域住民として捉え、誰も

が住みやすい地域づくりを行うことが求められています。

このように社会情勢が変化する中で、言葉・教育・防災・

住居・就労など外国人が直面する課題と支援について、多

文化共生社会をこれから学ぶ人向けの講演です。

FolesHillFields Vision Project へ寄付されます。

▼期間 ・時間  2013年5月7日（火）～2014年3月20日（木）
5年生クラス　毎週火 ･木曜日　

午後 5時～ 5時 45分
6年生クラス　毎週火 ･木曜日　

午後 6時～ 6時 45分

▼レッスン回数　　1回 45分、週 2回、年 85回
但し、8月 10日～ 19日および 12
月 21日～ 1月 6日は休暇とします。

▼場　所     城陽市国際交流協会

▼定　員     各クラス 10人

▼月　謝     会員 5,000 円
入会金として協会年会費 3,000 円

▼教材費     月謝に含む、副教材は実費
（例：子ども用英和・和英辞書など）

▼対　象     小学校 5・6年生（学年別クラス）

▼締切り     先着順、2013 年 4月 26日（金）必着

応募方法    E メール、ファクスまたは、往復はがきにて
「子ども英会話教室」、住所、保護者氏名 ( フ
リガナ )、児童氏名（フリガナ）、学校名、学年、
電話番号を明記の上、城陽市国際交流協会へ
申し込んでください。協会窓口、ホームペー
ジでもお申込みいただけます。※返信用ハガ
キには、保護者の住所，氏名をご記入くださ
い。

日本語支援日本語支援日本語支援
ボランティア養成講座
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Yuki Saori  Concert

▼期　間　2013 年 5月 30日 ( 木 ) 午後 1時 30分～ 4時

▼講　師　堀  永乃（ほり ひさの）氏

（一般社団法人）グローバル人財サポート浜松

代表理事。約 10年にわたり浜松国際交流協会

にて在住外国人のための日本語教育や就労支援

を、国、県や関係機関等との連携・協働により

推進する。2012 年 9月より現職。

▼場　所　文化パルク城陽　第 3会議室

▼定　員　50人 ( 先着順 )

▼受講料　無料

▼申込み　先着順、Eメール、ファクス、または往復はが

きにて「地域国際化フォーラム希望」、住所、氏

名 ( フリガナ )、電話番号を明記の上、城陽市国

際交流協会へ。

協会窓口、ホームページでも申込み出来ます。

返信用ハガキには、申込者の住所，氏名を記入

してください。



▼期　間   2013 年 5月 17日～ 6月 21日
（毎週金曜日 ･全 6回）

▼時　間   午前 10時～ 11時 30分

▼講　師   全雪梅 ( ｾﾞﾝ ･ ｾﾂﾊﾞｲ ) 先生

▼定　員   24 人 ( 上回った場合は協会
会員を優先し、抽選 )

▼テキスト代　　2,100 円

▼締切り   2013 年 5月 10日 ( 金 )  

　　　　　必着

▼期　間   2012 年 5月 22日～ 6月 26日
（毎週水曜日 ･全 6回）

▼時　間   午後 7時～ 8時 30分

▼講　師   千末仙 ( ﾁｮﾝ ･ ﾏﾙｿﾝ ) 先生

▼定　員   24 人 ( 上回った場合は協会
会員を優先し、抽選します。)

▼別途テキスト代　2,100 円

▼締切り   2013 年 5月 15日 ( 水 )   　
必着
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韓国語クラブ（第 1 期　5 月～ 8 月）

語学講座申し込み方法
E メール、 ファクス、 または往復ハガキにて講座 ･ コース名、 住所、 氏名 ( フ

リガナ )、 電話番号、 会員 ･ 入会希望 ･ 一般の区分を明記の上、 城陽市国際

交流協会へ申し込んでください。 協会窓口、 ホームページでもお申込みいた

だけます。 ( 申し込み先は紙面 1ページ上部にあります )

※返信用ハガキには、 申込者の住所、 氏名をご記入ください。

※お申込み時に 『入会希望』 と承っている場合も、 会員扱いとします。

1 年間、月 2回の継続的な授業で語学力を伸ばしていただけます。
朝 3クラス、昼 1クラス、夜 3クラスからレベルにあったクラスを選んでいただけます。 
講師は韓国語を母国語としている人（ネイティブ・スピーカー）で、韓国文化にもふれながら楽しく学べるクラスです。
講座は一年を 3期に分けて開講、今回は第 1期受講者を募集します。

韓国語講座 ･朝コース 韓国語講座 ･夜コース
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▼期　間  2013年5月16日･30日、6月
13日･27日、7月11日･25
日、8月8日･22日

　　　　　（全8回、全て木曜日）
▼時　間   午後7時～8時30分
▼講　師   張敬勲(ﾁｬﾝ･ｷｮﾝﾌﾝ)先生
▼対   象   ハングルの読み書きの基礎が

できる人
▼募集人数   12人
▼テキスト代   2,100円
▼締切り   2013年5月9日（木） 必着

韓国語クラブ G

レベル
★☆

☆☆☆

▼期　間  2013年5月13日･20日、6月
3日･17日、7月1日･22日、   
8月5日･19日

　　　　　（全 8回、全て月曜日）
▼時　間   午後 1時 30分～ 3時
▼講　師   張敬勲 ( ﾁｬﾝ ･ ｷｮﾝﾌﾝ ) 先生
▼対   象   ハングルの読み書きの基礎が

できる人
▼募集人数   14 人
▼テキスト代   2,100 円
▼締切り   2013 年 5月 7日（火）必着

韓国語クラブ F

レベル
★☆

☆☆☆

▼期　間  2013年5月16日･30日、6月
13日･27日、7月11日･25
日、8月8日･22日
（全8回、全て木曜日）

▼時　間   午後7時～8時30分
▼講　師   安俊相(ｱﾝ・ｼﾞｭﾝｻﾝ)先生
▼対   象   ハングルの読み書きの基礎と

動詞の活用（現在形）ができ
る人

▼募集人数   17人
▼テキスト代   2,400円
▼締切り    2013年5月9日（木） 必着

韓国語クラブ E

レベル
★★

☆☆☆

▼期　間  2013年5月15日･22日、6月 
5日･19日、7月3日･17日、 
8月7日･21日
（全8回、全て水曜日）

▼時　間   午後7時～8時30分
▼講　師   林美善(ｲﾑ･ﾐｿﾝ）先生
▼対   象   ハングルの読み書きと動詞の

活用、会話ができる人
▼募集人数   11人
▼テキスト代   2,205円
▼締切り   2013年5月8日（水） 必着

韓国語クラブ D

レベル
★★

☆☆☆

▼期　間  2013年5月13日･20日、6月 
3日･17日、7月1日･22日、 
8月5日･19日
（全8回、全て月曜日）

▼時　間   午前10時30分～12時
▼講　師   劉恩映(ﾕ･ｳﾝﾆｮﾝ)先生
▼対   象   ハングルの読み書きと簡単な

会話（過去形･未来形）がで
きる人

▼募集人数  9人
▼テキスト代   2,400円
▼締切り   2013年5月7日（火）必着

韓国語クラブ C

レベル
★★

★☆☆

▼期　間  2013年5月14日･28日、6月
11日･25日、7月9日･23日、
8月6日･20日
（全8回、全て火曜日）

▼時　間   午前10時～11時30分 
▼講　師   朴貞恩(ﾊﾟｸ･ｼﾞｮﾝｳﾝ)先生
▼対   象   基本的な文法の学習を終えた

人（会話中心の授業）
▼募集人数   16人
▼テキスト代  約 2,000円
▼締切り   2013年5月7日（火）必着

韓国語クラブ B

レベル
★★

★★☆

▼期　間  2013年5月16日･23日、6月 
6日･20日、7月4日･18日、
8月8日･22日
（全8回、全て木曜日）

▼時　間   午前10時30分～12時
▼講　師   劉恩映(ﾕ･ｳﾝﾆｮﾝ)先生
▼対   象   ハングルの読み書きと応用会

話ができる人
▼募集人数   9人
▼テキスト代   2,940円
▼締切り   2013年5月9日（木）必着

韓国語クラブ A

レベル
★★

★★★

韓国語クラブ A～ Gとも
▼受講料      1 期間につき　会員 6,400 円、一般 9,400 円

  ※別途テキスト代が必要です。
▼定　員  　24 人（2012 年度からの継続者を含む）。
　　　　　上回った場合は協会会員を優先し、抽選します。
▼レベル　 ★が多いほどレベルが高くなります。
▼場　所     城陽市国際交流協会

はじめての韓国語講座
これから韓国語を学びたい方のための

講師はネイティブ ･ スピーカー

語学講座受講生募集 !!
春からはじめる語学講座の LINEUP

中国文化に親しむ講座です

▼期　間   2013 年 6月 7日～ 7月 12日
　　　　　（毎週金曜日 ･全 6回）
▼時　間   午後 7時～ 8時 30分
▼講　師   薛茵 ( ｼｭｳｪｲﾝ ) 先生
▼対　象　入門 ･初級
▼定　員   24 人 ( 上回った場合は協会

会員を優先し、抽選 )
▼締切り   2013 年 5月 31日 ( 金 )     

必着

レベル別の 3クラスで楽しく学べます

▼期　間   2013 年 5月 29日～ 7月 3日
　　　　　（毎週水曜日 ･全 6回）
▼時　間   午後 2時～ 3時 30分

▼講　師   アシュリー先生
　　　　   クリスタル先生
　　　　   トレバー先生
　　　　   バレリー先生

▼定　員   40 人 ( 上回った場合は協会
会員を優先し、抽選 )

▼締切り   2013 年 5月 22日 ( 水 )　           
必着

英会話講座 ･昼コース

▼期　間   2013 年 5月 27日～ 7月 1日
　　　　　（毎週月曜日 ･全 6回）

▼時　間   午後 7時～ 8時 30分

▼講　師   アンドリュー先生
　　　　   シャーミン先生
　　　　   トレバー先生

▼定　員   40 人 ( 上回った場合は協会
会員を優先し、抽選 )

▼締切り   2013 年 5月 20日 ( 月 )　           
必着

英会話講座 ･夜コース

英会話講座

中国語講座

語学講座受講生募集 !!語学講座受講生募集 !!
春からはじめる語学講座の LINEUP

語学講座受講生募集 !!語学講座受講生募集 !!

英会話講座 ･韓国語講座・
中国語講座

▼受講料　
英会話 ･夜コース　
会員 3,000 円、
一般 6,000 円
その他
会員 2,000 円、
一般 5,000

※韓国語講座は別途テキスト代
が必要です。

▼場　所   
城陽市国際交流協会


