
No. グループ名・活動内容 活動日 時間 活動場所 募集の詳細 連絡先

1

多文化共生キーパーソン
市からの依頼による通訳や
翻訳、SNS等での行政情報
の発信

いつでも いつでも 市原市内

このような方はぜひ登録を　
■外国人市民のコミュニティに属してい
る。
■生活のルールなどを教えている。
■ボランティアに興味がある。

<主催・問い合わせ>
市原市人権・国際課（担当：石田）
TEL: 0436-23-9826
Email: 
jinkenkokusai@city.ichihara.lg.jp

2

日本小屋（にほんごや）

地域の生活者や子どもの
ために日本語と生活習慣
について指導のお手伝い
をしてくださる方

応相談 応相談
オンラインテレビ会議システム
「Zoom」など

募集人数：若干名
日本語、日本の生活習慣や学校生活に
ついて教えることに興味がある方。日本
語教師の資格や教員免許を持っている
方、英語・中国語などが話せる方はなお
歓迎。

＜主催・問合せ＞
日本小屋（にほんごや）
担当：原田（はらだ）
TEL:　080-7681-9092
E-mail: info@nihongoya.com

3
外国人のための
日本語講座

佐倉市

志津コミュニティーセンター
ミレニアムセンター佐倉
中央公民館　
などの各施設

日本語講師　若干名
資格不問。

特に、土曜日の小中学生のための日本
語指導者を募集しています。優しく指導
していただける方、お待ちしております。

＜主催＞
公益財団法人佐倉国際交流基金
＜問い合わせ・申込み＞
担当：村瀬・松田
TEL・FAX
043－484-6326
E-mail info@sief.jp
http//www.sief.jp

4
勝田台木曜会
日本語教室

毎週
木曜日

19:00
～

20:30

八千代市

勝田台公民館
八千代市勝田７３５－７
（京成勝田台駅より徒歩15～20
分、又は駅前より団地内循環線
バスで5丁目西下車）
公民館敷地内駐車場有り

募集人員：2～3名

資格のある方が望ましいですが教える
ことに意欲のあるかたなら歓迎します。

八千代市国際交流協会日本語ボラ
ンテイア部会（担当：江川）
TEL＆FAX：
047-481-8644
Email：egawa2219@
chorus.ocn.ne.jp

5

みどり土曜にほんご学級

日本語を母語としない子ど
もとその親のために、日本
語と教科の指導をお手伝
いして下さる方（学生可）を
募集しています。

毎週
土曜日

10:00
～

12:00

千葉市

緑保健福祉センター
２階ボランティア室
千葉市緑区鎌取町226-1
TEL 043-292-8185
JR鎌取駅徒歩7分

募集人数：若干名

日本語教師の資格を持っている方、県
又は市の日本語ボランティア講習の終
了者。

＜主催＞
みどり土曜にほんご学級
＜問い合わせ・申込先＞
担当：上野
TEL：090-1265-0992
Email：saueno@eco.ocn.ne.jp

6
レッツスタディ
（日本語指導）

毎週
日曜日

13:30
～

17:00

7
レッツスタディ
（会話だけ指導）

毎週
水曜日

19:00
～

21:00

水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日

市川市

市川市南行徳市民センター
市川市南行徳1-21-1
TEL　047-359-5451
（東西線南行徳駅下車
南口を出て東京方面20m　線路沿
い）

募集人数：2名

外国人に日本語を教えたい方ならどな
たでもOKです。
（特に初級生向け）

＜主催・問合せ＞
レッツスタディ
代表　福田　充二郎
TEL：090-8670-7859
FAX：047-395-3007

ボランティア募集！伝言板
「ボランティア募集！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。

2021年2月更新

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

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。
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8
市原市国際交流協会
日本語教室

①毎週木曜
②第2・4金
曜
③毎週日曜
④毎週日曜
⑤毎週水曜
⑥毎週土曜
⑦毎週月曜
⑧毎週日曜
⑨毎週金曜

①10:00-12:00
②10:30-12:00
③10:00-12:00
④13:00-15:00
⑤18:30-20:30
⑥18:30-20:30
⑦9:30-11:30
⑧13:00-15:00
⑨15:00-16:30

市原市
１から９のいずれか。（複数可）
①五井会館
②YOUホール
③青少年会館
④青少年会館
⑤青少年会館
⑥辰巳公民館
⑦姉崎公民館
⑧南総公民館
⑨白金小学校

集人数：各教室若干名

日本語指導ボランティア経験のある方、
「日本語学習支援ボランティア養成講
座」を受講済みの方、日本語指導ボラン
ティア経験を希望する方。年齢、性別問
わず。

＜主催＞
市原市国際交流協会
＜問い合わせ・申し込み先＞
同上
TEL : 23-9826
FAX : 21-1720
Email: iia@city.ichihara.lg.jp

9

みんなの日本語

日本語を母語としない子供
のため日本語習得支援を
お手伝いして頂ける方

毎週土曜日
9:00
～

12:00

富里市
中部ふれあいセンター
富里市七栄448-10
TEL 0476-91-3363

日本語支援に興味がある方歓迎。日本
語で教えます。
経験、年齢、性別不問。

＜主催＞
みんなの日本語

＜問合せ・申し込み先＞
代表：宇井
0476-92-5801
担当：武重
090-9393-6575

10

稲浜日本語
ボランティア

地域に根ざした日本語ボラ
ンティア教室です。

①毎週
木曜クラス
②毎週
土曜クラス
③毎週
日曜クラス
④毎月
第一日曜
定例会と
学習者面接

①13:00
～

15：00
②17：30

～
19：30

③　②と同じ

④14：00～
16：00

～
17：00

千葉市
稲浜公民館会議室
千葉市美浜区稲毛海岸
3-4-1
TEL　043-247-8555
（京葉線稲毛海岸駅
徒歩9分）

現在スタッフ10名で活動中。
日本語指導を通じての多文化交流に関
心のある方、未経験の方も歓迎します。
年齢・性別は問いません。

＜主催＞
稲浜日本語ボランティア 
＜問い合わせ・申し込み先＞
同上（担当：阿部）
TEL/FAX:   043-211-1895
E-mail:
agsabe.3955@gmail.com
URL:
http://inahama.g1.xrea.com/

11

CONESPA CHIBA
千葉スペイン語
お助け隊

県内のスペイン語を母語と
する外国人に通訳サービ
スを提供しています。
http://narashino.mypl.net/
activities/00000001265/

いつでも 日中 県内どこでも
スペイン語通訳ボランティアを募集しま
す。スペイン語と日本語が出来れば、年
齢、性別、国籍問わず。

＜問合せ＞
コーディネーター　大井田
TEL 090-6414-5262
E-mail kanjioid@mb5.suisui.ne.jp

12 ジャスミン

毎週
火曜日

（祝日、8月
は休み）

10：00
～

12：00

千葉市
幕張西公民館

千葉市美浜区幕張西2-6-2
（JR幕張本郷　　徒歩15分）

日本語教授の経験があるか、又は講習
を受けた方が望ましいが、それに準ずる
方、熱意のある方。

＜主催＞ジャスミン
＜問合せ＞
担当　小松
TEL：043-272-5611

13

千葉市JSL児童･生徒支援
の会
日本語を母語としない子供
（小中学生）のために、小
中学校に出向いて日本語
の指導をお手伝いして下さ
る方。

平日
（定例会は7
月,10月,12
月,2月,4月
の第1月曜
日午後/5月
定期総会）

小中学校での授
業時間中の取り

出し

千葉市
千葉市立小中学校
（取り出し指導）
※定例会は千葉市国際交流プラ
ザで開催

募集人数：若干名

子供のための日本語指導者養成講座
(ボランティア講習を含む)を修了または
受講中で会が承認した方。

主催：千葉市JSL児童･生徒支援の
会
代表：小竹敏弘
問い合わせ、申し込み先
担当：川人（事務局）
E-mail：chibashijsl2013@gmail.com
URL：
https://chibashijsl.jimdofree.com/
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14

八千代市国際交流協会
東南金曜会　日本語教室

 在住外国人に対し日本語
指導をお手伝いして頂ける
方（学生可）

毎週
金曜日

19:00～20:30

八千代市
八千代台東南公共センター 
 4階講習室 
 
TEL　047-485-6611
八千代市八千代台南1-11-6
（京成八千代台駅徒歩3分）

募集人数：1～2名

日本語指導に興味がある方なら歓迎。　
　　　  経験、年齢、性別不問。

主催：八千代市国際交流協会
日本語ボランティア部会
「東南金曜会」
問い合わせ・申込み先 （担当：江
川）
TEL・FAX ：047-481-8644
E-mail： 
egawa2219@chorus.ocn.ne.jp

15
（公財）千葉市国際交流
協会

千葉市
千葉市国際交流プラザ
千葉市中央区千葉港2－1
千葉中央コミュニティセンター2F
TEL　043-245-5750
（JR千葉みなと駅　徒歩5分）　　
他

随時受付。

活動内容：日本語学習支援、通訳・翻
訳、ホームステイ、ホームビジット、文化
紹介等。協会窓口で申請用紙に記入し
て登録。
★日本語学習支援ボランティア講座あ
り。

主催：（公財）千葉市国際交流協会
問い合わせ先：
（公財）千葉市国際交流協会
TEL：043-245-5750
FAX：043-245-5751
E-mail：ccia@ccia-chiba.or.jp

16

日本語教室東南火曜会

八千代市在住在勤の外国
人の日本語指導をお手伝
いして下さる方（学生可）を
募集。

毎週
火曜日 19:00～20:30

八千代市
東南公共センター
八千代市八千代台南1-11-6
TEL　047-485-4811
（京成八千代台駅徒歩3分）

募集人数：５名

日本語講師養成講座等を受講した方、
日本語教師の資格を持っている方歓
迎。年齢、性別問わず。

主催：八千代市国際交流協会　
日本語教室「東南火曜会」
問い合わせ・申し込み先
（担当：齋藤）
TEL・FAX：047-485-5093

17

すまいる日本語学級

日本語を母語としない大人
への日本語と教科の指導
をお手伝いして下さる方を
募集。

火、土
（但し中級以

上）
両曜日、第5
週と祭日は

休み

19:00～21:00

市川市
南行徳市民センター
市川市南行徳1-21-1
TEL 047-359-5451
（東西線南行徳駅下車 南口を出
て東京方面1分）

日本語教師の資格、教員免許を持って
いる方、市町村で日本語ボランティアの
講習を受けられた方。性別、年齢を問い
ません。歓迎します。

主催：すまいるにほんご学級
問い合わせ・申し込み先：松井　修
TEL：047-356-4142

18

日本語教室
東南水曜会

八千代市在住在勤の外国
人の為に日本語の指導を
お手伝いして下さる方を募
集。

毎週
水曜日 19:30～20:45

八千代市
東南公共センター
八千代市八千代台南1-11-6
TEL　047-485-4811
（京成八千代台駅徒歩3分）

募集人数：５名

日本語講師養成講座等を受講した方、
日本語教師の資格を持っている方歓
迎。年齢、性別問わず。

主催：八千代市国際交流協会
日本語教室・「東南水曜会」
問い合わせ・申込み先
（担当：小島）
TEL・FAX  047-484-5569

19

稲毛土曜にほんご学級

日本語を母語としない子供
および成人のために、日本
語と教科の指導をお手伝
いして下さる方（学生可）を
募集しています。

毎週
土曜日 10:00～12:00

千葉市
稲毛保健福祉センター3F会議室
千葉市稲毛区穴川４丁目１２番１
号
TEL　043-284-6160
（モノレール穴川駅徒歩7分）

募集人数：若干名

日本語教師の資格を持っている方、県
又は市の日本語ボランティア講習の修
了者及び受講予定者。理科・数学等教
科指導は資格を問いません(大学生
可)。
http://class.sencity-doyo-nihongo.org/

主催：稲毛土曜にほんご学級
問い合わせ・申し込み先：
池田　みわこ
TEL・FAX：043-258-6527
E-mail ：ikeda3@mb.infoweb.ne.jp

随時
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20

センシティ土曜
にほんご学級

日本語を母語としない子供
のために、日本語と教科の
指導をお手伝いして下さる
方（学生可）を募集していま
す。

毎週
土曜日 10:00～12:00

千葉市
千葉市国際交流協会
千葉市中央区千葉港2－1
千葉中央コミュニティセンター2F
TEL　043-245-5750
（JR千葉みなと駅　徒歩5分）

募集人数：若干名

日本語教師の資格を持っている方、県
又は市の日本語ボランティア講習の修
了者及び受講予定者。理科・数学等教
科指導は資格を問いません(大学生
可)。
http://class.sencity-doyo-nihongo.org/

主催：センシティ土曜にほんご学級
問い合わせ・申し込み先：
担当：濱本　TEL 080-3082-4772    
Email ht351bcc@kra.biglobe.ne.jp
澤野： TEL 090-3098-2664     Email 
sawa-sawa@mtf.biglobe.ne.jp

21

美浜こども
にほんご教室

日本語を母語としない小・
中学生に、日本語学習支
援と教科学習支援活動を
行っている。

毎週土曜日
（但し、学校
の長期休暇
中は活動し

ない）

10:00～12 :30

千葉市
千葉市美浜保健福祉センター 2
階
ボランティア活動室
（美浜文化ホール）
（JR検見川浜徒歩8分）

募集人数：若干名

日本語教師の資格を持っている方、日
本語教育指導法を学んだ方、教員免許
を持っている方で子供好きの方、歓迎。
年齢、性別は問いません。（学生可）

主催：美浜こどもにほんご教室
問い合わせ先：（代表）小林
mihamakidsnihongo@
gmail.com

22

花見川土曜にほんご教室

日本語を母語としない子供
のために、日本語と教科の
指導をお手伝いして下さる
方（学生可）を募集していま
す。

毎週 
土曜日

11:00～13:00

千葉市
花島コミュニテイセンター
千葉市花見川区花島町308
花島公園センター内 
TEL　043-286-8822
（JR幕張駅北口シーサイドバス
「幕張駅から「花島公園」下車徒
歩１分、
「京成電鉄・京成線「八千代台駅」
東口   京成バス「いきいきプラザ」
行き「花島公園」下車徒歩１分）

募集人数：5名

日本語教師の資格を持っている方、教
員免許を持っている方歓迎。年齢、性別
問わず。教員資格もあれば尚可。

主催：花見川土曜にほんご教室
問い合わせ・申し込み先：
担当：亀井光子
TEL  080-6619-7249
E-mail  mitsukorin@white.plala.or.jp

23

土曜学級

日本語を母語としない小・
中・高校生のために、日本
語と教科の学習支援をして
くださる方を募集していま
す。

毎週
土曜日

14:00～17:00

千葉市
高洲コミュニティセンター
千葉市高洲3-12-1
TEL　043-277-3000
（JR京葉線稲毛海岸駅徒歩3分）

募集人数：何名でも

資格、年齢、性別問わず。学生可。外国
語（特に中国語）のできる方、教員免許
をお持ちの方歓迎。

主催：土曜学級
問い合わせ・申し込み先：
同上（担当：元吉）
TEL：090-4220-9598
E-mail： red.hm@nifty.com
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八千代市国際交流協会
東南土曜会
 在住外国人に対し日本語
指導をお手伝いして頂ける
方（学生可）

毎週
土曜日

10:00～11:45

八千代市
八千代台東南公共センター 　　　　
 　 3階・4階　　　　                       
       TEL　047-485-6611
八千代市八千代台南1-11-6
（京成八千代台駅徒歩3分）

募集人数：2～4名

日本語指導に興味がある方ならどなた
でも歓迎。外国語会話力不要及び 経
験、年齢、性別不問。

主催：
八千代市国際交流協会、日本語ボ
ランティア部会「東南土曜会」
問い合わせ・申込み先（担当：広野
修三）
 TEL: 047-483-9636  /  080 - 
2071- 0702 
 E-mail:  hiroshu@movie.ocn.ne.jp

掲載希望の方は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 TEL 043-297-0245   FAX 043-297-2753 E-mail dengonban@ccb.or.jp
＊ボランティア募集や、国際交流・協力イベントの広報には、「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 https://www.mcic.or.jp/ja/intl_exchange_info/mailinglist/index.htmll


