国際交流伝言板
No.

事

業

名

資料展「グローバルな人の
1
移動を読み解く」

2

外国人のための無料法律
相談

野田市国際交流協会設立
3 20周年記念 国際交流フェ
スタ

日 付

7/3（月）
～9/28
（木）

所

内

容

グローバルな人の移動を、移住、難民、
千葉市
人身取引、国際労働移動、旅行の側面
アジア経済研究所図書館 １階閲 から取り上げ、アジア経済研究所図書
覧室
館の蔵書からその多面的な姿を浮き彫
平日・第1 千葉市美浜区若葉3-2-2
りにします。
・第3土曜 TEL 043-299-9716
■展示資料：研究者のおすすめ図書、
10：00～ （JR京葉線・海浜幕張駅北口から アジア経済研究所図書館所蔵資料 約
18：00 徒歩約10分）
350冊、展示資料解説パネル及び図書
http://www.ide.go.jp/Japanese/In 館PRパネル
fo/Direct.html
■入場無料
http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/L
ibrary/20170711_siryoten.htm
千葉市
（公財）ちば国際コンベンション
ビューロー・千葉県国際交流セン
ター
千葉市美浜区中瀬2-6
ワールドビジネスガーデン
マリブイースト14F
（JR京葉線海浜幕張駅徒歩5分）

10/14
（土）

佐倉国際スピーチコンテス
10/22(日)
ト

11/14～
12/19
全6回

13:30～
15:30

9:30～
17:00

13:30～
15:00

主催：ジェトロ・アジア経済研究所図
書館
問い合わせ先：
（担当：河田）
TEL 043-299-9716
E-mail alislib@ide.go.jp

主催：野田市国際交流協会
問い合わせ：野田市企画調整課内
国際交流協会事務局（担当：野本）
TEL 04-7123-1065

「学習者のやる気を引き出し、話したくな
る教室づくり ～「タスク」を考えてみよ
う～ 」
（公財）松戸市国際交流協会
松戸市
担当：鈴木・君島
●松戸市女性センターゆうまつど
■講師 嶋田和子氏（一般社団法人ア 〒271-8588 松戸市小根本7-8
４階ホール
クラス日本語教育研究所代表理事）
京葉ガスF松戸第2ビル５階
松戸市本町14-10
■対象 外国人に日本語を教えている ℡: 047-366-7310
（ＪＲ・新京成松戸駅西口より徒歩
人、及び関心のある人
Fax: 047-308-6789
５分）
■定員 先着50名
E-mail: office@miea.or.jp
■費用 会員無料 / 非会員５００円
※市外の方も大歓迎

船橋市
●船橋市中央公民館
15:10～ JR船橋駅南口/京成船橋駅東口
16:40 (90 東武線船橋駅から中央商店街を
分)
千葉街道方面に徒歩5～7分右側
TEL 047-434-5551

13:30～
15:30

No.

主催：(公財)ちば国際コンベンション
ビューロー
弁護士、行政書士が相談にのります。
問い合わせ・申し込み先：
通訳が必要な方は事前申し込みの際に
千葉県国際交流センター
お知らせください。
（担当：工藤）
★通訳の申し込みは10日前まで。
TEL 043-297-0245
★相談費用：無料
FAX 043-297-2753
E-mail kudo@ccb.or.jp

9/17(日)

5 ドイツ語講習会

はじめてのイタリア語 ABC
8
からはじめよう

場

外国人と市国際交流協会会員を中心と
した、フェスタ今年度は、設立20周年で
あり、記念式典も併せて実施。フェスタで
野田市
は、ケータリングによる飲食、和太鼓演
野田市文化会館
奏、民族舞踊（東欧北欧・ギニア・ガー
野田市鶴奉5-1
ナ・エイサー）、餅つき、民族衣装ファッ
10：00～
TEL 04-7124-1555
ションショーなどを行う予定。室内では、
15：00
（東武野田線愛宕駅徒歩15分、ま 和服・民族衣装の着付けと記念撮影を
めバス北又は南ルート市役所下 実施予定。また、外国語サロンとして、
車徒歩1分）
来場者が外国人と自由におしゃべりを
楽しめる場を設ける。
※一般参加可能。事前申し込み等不
要。

10/8
10/22
11/5
12/3
12/10
（隔週日
曜）

7

間

13:00～
16:00

9/25（月）

佐倉市国際文化大学
公開講座

時

9/4（月）
10/2（月）

4 日本語教育講演会

6

「国際交流伝言板」は原則として各主催団体からの情報をその
まま掲載しています。内容の詳細につきましては各主催団体に
直接お問い合わせください。（注）開催日順に掲載しています。

平成29年9月1 日更新 日本語版
発行：公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー
千葉県国際交流センター

ドイツ語講習会
主催・申込先：
要申込み 9月24日
千葉県日独協会 二見 理一
参加費： 会員 3,500円 一般 4,000円 E-mail : info@jdg-chiba.com
学生 2,000円

佐倉市
●志津コミュニティーセンター
佐倉市井野794-1
TEL 043-487-6781
（京成ユーカリが丘駅より徒歩15
分モノレール公園駅下車すぐ）

「三国志の教訓 一強多弱の対抗軸」
講師 渡邉 義浩 氏
（早稲田大学文学学術院 教授）
★ 申し込み不要
★ 参加費無料

主催：公益財団法人
佐倉国際交流基金
問い合わせ・申し込み先：
（担当：）米澤
TEL・ FAX ：043-484-6326
E-mail info@sief.jp
http://www.sief.jp

佐倉市
ミレニアムセンター佐倉
佐倉市宮前3-4-1
TEL 043-483-3081
（京成佐倉北口連絡徒歩0分）

国際交流意識の啓発を図る目的で英語
（中学生・小学生）日本語（外国人）によ
るスピーチコンテストを実施
★ 要申し込み（9月）
★ 参加費無料

主催：公益財団法人
佐倉国際交流基金
問い合わせ・申し込み先：
（担当：）村瀬・米澤
TEL・ FAX ：043-484-6326
E-mail： info@sief.jp
http://www.sief.jp

松戸市
松戸市文化ホール内・国際友好
ルーム
松戸市松戸1307番地の1 松戸ビ
ルヂング4階
（松戸駅西口徒歩5分・松戸ビル
ヂング4階）

講師：
IVAN MUSUMECI
(イタリア人、会員)
対象：イタリア語を初めて学ぶ方
定員：先着20名（会員優先）
費用： 会員6,000円・非会員7,000円
※市外の方も大歓迎

（公財）松戸市国際交流協会
担当：鈴木・君島
〒271-8588 松戸市小根本7-8
京葉ガスF松戸第2ビル５階
℡: 047-366-7310
Fax: 047-308-6789
E-mail: office@miea.or.jp

国際交流伝言板
No.
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事

業

名

幕張ベイサイド・トーストマ
スターズクラブ

韓国語学習グループ
10
ユチェコ

日 付

毎月第2
日曜日

毎月
第2・4月
曜

「国際交流伝言板」は原則として各主催団体からの情報をその
まま掲載しています。内容の詳細につきましては各主催団体に
直接お問い合わせください。（注）開催日順に掲載しています。

平成29年9月1 日更新 日本語版
発行：公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー
千葉県国際交流センター

時

間

場

所
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容

No.

千葉市
美浜区真砂5-15-2
千葉市美浜文化ホール
４F会議室
Tel: 043-270-5619
(JR検見川浜駅徒歩8分)

英語のコミュニケーションスキルを会員
同士で練習し磨いて行くクラブです。
アメリカを本部とする非営利団体「トース
トマスターズクラブ」の教育マニュアルを
使い、先生から教わるのでなく会員同士
でスピーチを練習したり評価したりしな
がらスキルを高めていきます。
英語のプレゼンをうまくなりたい人、英語
でコミュニケーションを上手に取りたい
人、とにかく英語を話したい人等が集
まっています。
会費:1200円/月

10:00～
12：00

千葉市
（公財）ちば国際コンベンション
ビューロー・千葉県国際交流セン
ター
千葉市美浜区中瀬2-6
ワールドビジネスガーデン
マリブイースト14F
（JR京葉線海浜幕張駅徒歩5分）

韓国語の学習と文化の相互理解。韓国
ユチェコ 幹事 及川
語での会話を中心に交流をしておりま
E-mail otoyoko@nifty.com
す。
TEL 090-3049-4193
★会費 3か月 5,000円ほど

ヘルプデスクは、MEJCが開催している、
近隣在住の外国の方を中心とした、情
報交換や暮らしに関する質問にお答え
するイベントです。（詳細はFacebookで。
www.facebook.com/meconnection)

10:00～
12：00

＜ヘルプデスク＞
11 幕張エクスパット＆ジャパ
ニーズコネクション（MEJC)

毎月
第2土曜

13:30～
16:00

千葉市
千葉市美浜区打瀬2-12
パティオス５番街１階
みすずユナイテッド ほか

異文化交流
12
フラワーデザイン

毎月
第4金曜

19:00～
21:00

市川市
八幡市民談話室

13 異文化交流日本語

毎月
第4日曜

13:00～
17:00

市川市
菅野公民館

幕張ベイサイド・トーストマスターズク
ラブ
お問合わせ・申込み先：
E-mail: k-maasa@mx4.ttcn.ne.jp
TEL: 090-6503-6759
担当：黒田
クラブHP: http://kmaasa.wixsite.com/makuharibayside

主催 : 幕張エクスパット＆ジャパ
ニーズコネクション
問合せ:
E-mail: mec.chiba.jp@gmail.com
TEL 050-5858-6935
web: http://mejc.weebly.com/

異文化交流
外国人と日本人の国際交流、日本語を 主催：イーストサロン
使ってフラワーデザインの講習をしま
問い合わせ・申し込み先：
す。
TEL 090-9854-2041
E-mail
annys-hanasakihpy@softbank.ne.jp
日本語でミニブーケ制作等を外国人と
担当： 村越
日本人の交流クラス
日本独自の文化を楽しく体験しません
か？「よさこい」を一緒に踊って、幅広い
年齢の人と友達になりましょう！毎週水
曜日に練習しています。見学だけでも大
歓迎！お気軽にご連絡下さい。★要事
前連絡

主催：CHIよREN北天魁
問合せ・申込：
金崎（かねざき）
TEL: 070-5013-4351
E-mail: chibayosakoi@gmail.com

初心者から上級者までレベルに応じた
学習講師は経験豊富なネイティブ女性
講師で、日本語も話せます。
★初回参加費無料
(要事前申込 お気軽にお声がけ下さ
い）
http://chiba-spanish.jimdo.com/

主催：千葉スペイン語サークル
「オーラ・アミーゴ」
問い合わせ・申し込み先：
（担当：鈴木)
TEL 050-5534-8860

19:00～
21:00

千葉市
千葉市立新宿小学校
中央区新宿2丁目15-1
ＪＲ千葉駅から徒歩8分

15

9:00～
10:30
（中級）

大網白里市
（大網駅近く）

16

（入門）
12:00～
13:30
（初級）
13:30～
15:00

千葉市
きぼーる千葉ビジネス支援セン
ター
千葉市中央区中央4-5-1
(JR千葉駅徒歩15分、京成千葉中
央駅徒歩5分、千葉都市モノレー
ル葭川公園駅徒歩4分）

(入門）
15:30～
16:30
（上級）
16:30～
18:00
(中級)
18:00～
19:30

千葉市
千葉市生涯学習センター
千葉市中央区弁天3-7-7
（JR千葉駅東口または北口から
徒歩8分、千葉モノレール「千葉公
園駅」から徒歩5分）

10:30～
12:30

ゲストスピーカーによるスピーチやゲスト
との交流を通して,会員一人ひとりのレベ
千葉市
ルに応じた英語力の向上を目指すと共
連絡先
美浜保健福祉センター ２階
に、世界各国の歴史や文化、生活習慣
問い合わせ：青木 靖子
千葉市美浜区真砂5－15－2
等について知識を深め、国際感覚を身
TEL: 043－278－2132
（JR京葉線 検見川浜駅より徒歩 に着けることによって、会員各自が国際
E-mail: yskaoki358@yahoo.co.jp
７分）
社会を意識し世界の人々の幸せの実現
に向けた行動に参加するなど、ヴォラン
ティア意識の醸成を目的にしています。
英語のレベルは問いません。

14 「よさこい」体験

スペイン語を学ぼう！
「千葉スペイン語サークル」

毎週
水曜

毎週
火曜

17

18 TIPTOP （ティップトップ）

毎月第1、
第3土曜
日

掲載希望の方は以下まで情報をお寄せください。※政治・宗教・営利活動を目的とする催し物の掲載はできません。
公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー 千葉県国際交流センター FAX 043-297-2753
E-mail dengonban@ccb.or.jp
＊国際交流・協力イベントの広報や、ボランティア募集には、「ちば国際交流メーリングリスト」もご利用ください。 登録はこちらから

