平成２１年１月号
川崎市

新年おめでとうございます。今年も国際交流の発信拠点として職員一同、一層努力して参りますので
皆様のご参加を、心よりお待ちしております。本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。

世界をより深く知るための講座

日本語・英語による国際理解講座

【参加費】 １回 ５００円（当日支払） 【対象】１６歳以上 【定員】４０名（先着順） 【場所】川崎市国際交流センター
【申込み】 受付中
ホームぺ－ジ ・ FAX ・E メール ・電話 ・来館 （ 受付時間９：３０～１６：３０ ）
❒日本語による国際理解講座（全４回予定）・・・・ 毎回各国の様々な行事を通し、世界を知る講座
第２回

1 月２２日（木） １９：００～２０：３０ 「韓国の旧正月と冬の過ごし方～いにしえからの作法・慣習」
講 師： 全 美熙・ゼン ミヒ （当協会ハングル講師・登録ボランティア）
・・・・1 月末に旧正月を迎える韓国。宮廷時代からの行事や食事、そして古くからの慣習にはどんなものが？・・・

第３回

２月１９日（木） １９：００～２０：３０ 「ブラジル・サンバカーニバル」（予定）
講 師： 服部 章子 （当協会登録ボランティア）
・・・・ブラジルから一時帰国中のサンバダンサーの講師が、本場ブラジルのカーニバルの裏表をくまなく紹介！・・・

第４回

３月１９日（木） １９：００～２０：３０ 「スペイン・カタルーニャの祭りと生活」（予定）
講 師： ベルナット・アグリョー （東京工業大学大学院博士課程在学中・スペイン・カタルーニャ出身）
・・・・ 「スペイン・カタルーニャってどこ？」から、独特の食文化や祭りなどについてカタルーニャ出身の講師による 2 時間・・・

❒英語による国際理解講座（全４回） ・・・・・

中上級レベルの英語学習者対象

先着順

【通訳なし】

外国人市民が、英語で文化の違いなどをスピーチし、受講者と交流します。
受講者には事前に講義内容を送付します。講義はプリントに沿って行います。

第２回

１月２５日（日）１４：００～１６：００ 「The Modern Musical Theater～現代ｱﾒﾘｶと日本のﾐｭｰｼﾞｶﾙ」
講 師： ダイアナ・石山 （洗足学園音楽大学講師） ＊＊＊ 定員に達し締め切りました。

第３回

２月２１日（土）１４：００～１６：００ 「My Road to Japan ～私の日本までの道のり～」
講 師： ジョセフ・モッター （英語教師・当協会登録ボランティア） ＊＊＊

第４回

３月１５日（日）１４：００～１６：００ 「The America you may not know much～ﾎﾝﾄは知られてないｱﾒﾘｶ」
講 師： トーマス・マックナブ （語学学校講師・当協会登録ボランティア） ＊＊＊

国際文化理解講座
ダンスを通じて世界の文化に触れよう！

国際交流センター
【対象】１６歳以上／【定員】各回５０人 ／1 回１０００円

ダンスは世界さまざま。まずは体を動かし、それぞれの文化を体感しましょう！講義も含めて充実の２時間です。
動きやすい靴と服装でご参加ください。

【申込み】FAX ・ E メール ・電話 ・来館 （受付時間 ９：３０～１６：３０ ） 先着順 受付中
日

時

１月１６日（金）１３：００ ～ １５：００
タンゴ （アルゼンチン）
１月２８日（水）１０：００ ～ １２：００
インド古典舞踊 （インド）
２月１１日（水・祝）１３：００ ～ １５：００
サンバ （ブラジル）
２月２０日（金）１４：００ ～ １６：００
フラ（アメリカ）
３月１１日（水）１０：００ ～ １２：００
モカダンス（エチオピア）
※保育あり 1 歳～就学前までのお子様／ 各回３００円（保育申し込みは、各講座７日前に締切）

第１５回 外国人市民による日本語スピーチコンテスト
２００９年 ２月１４日（土） １０時 ～ １２時３０分

国際交流センター・ホール
入場無料

来日５年未満の外国人市民の皆さんが、日頃の日本語学習の成果を披露します。日本の日常生活や文化、様々な習慣など、彼ら
の目を通して語られるスピーチには、これから私たちが多文化共生の中でどう生きていくかの、ヒントがたくさん散りばめられていま
す。文化の違いを越えて互いを理解する第一歩として、ぜひお聴きのがしなく！！
コンテスト終了後には、出場者を囲んでの交流会も予定しています。どうぞお楽しみに！（有料 ５００円・事前の申し込みが必要です）

＊＊ ふれあい交流会 「世界の料理を作って話そう！！」 フィリピン料理編 ＊＊
世界の料理を作って、味わって、文化を知って、充実の講座です。講師がフィリピンの代表的な家庭料理を
紹介します。料理を通し、フィリピンがぐっと身近な国になります。
メニュー ： ギナアタン マノック（ｺｺﾅﾂﾐﾙｸで煮込んだ鶏肉） ルンピア（フィリピン風春巻き）
チキンマカロニーサラダ デザート（お楽しみに！）
【日時】 １月２４日（土） 午前１１時～午後３時まで 【講師】 安藤 コラゾン 【文化紹介講師】 ジョセリン・カルロス
【参加費】 １５００円 （当日支払い）

【定員】 ２０名 （定員を超えた場合は抽選） 【対象】

【申し込み】 １月５日（月）～１月１６日（金）

中学生以上

往復はがきで（１枚のハガキで２名まで申し込み可）

①講座名 ②参加者全員の氏名 ③住所 ④電話 を記入。 川崎市国際交流協会宛 （１月１６日必着）

❒地球市民講座 …世界で頑張っている日本人のお話を聞いて、自分たちにできることを考えよう！
２月２８日（土） １４：００～１６：００ 「ゴミ山で生きる子どもたち ～フィリピンのスラムでのボランティア活動～」
講 師： 豊田 合志・とよた ごうし （東京学芸大学大学院在学中・元ＮＰＯ法人ソルトパヤタス現地インターン）
・・・講師より一言
「遠いようで近い国、フィリピン。大学院を休学して参加したＮＧＯ活動で学んだのは、貧しい生活の中で笑顔を忘れない人々の強さと温かさでした。
ふだんあまり接することのないフィリピンという国と、日本とのつながりを改めて考える時間を持てたらと思います。」

【参加費】 無料（先着 200 名）

【問合せ・申込】 1 月 26 日（月）から開始

主催： 民間交流団体連絡協議会

共催： （財）川崎市国際交流協会

「ラオスの写真展」・・・・闇から聴こえるＳＯＳ 「人身売買からラオスの子どもたちを守る」・・・入場無料
【主催】 （財）日本ユニセフ協会神奈川支部

国際交流センター 情報ロビー ２月７日（土）～２月１５日（日）

（財）日本ユニセフ協会神奈川支部は、２００６年からラオスの子どもたちの保護を目的に、「人身売買からラオスの子どもた

ちを守る」プロジェクトに取り組んでいます。そのひとつとして、２００８年１０月には現地視察を行いました。また、併せてラオ
スの子どもの保護を呼びかけるパネル展示などの活動も行っています。今回は現地視察の際に撮った写真を通して、人身
売買にあう子どもたちの現実と背景を知ることができます。また、アグネス・チャン日本ユニセフ協会大使の視察の際に「カ
ンボジア・タイ国境に生きる子どもたち」として撮られた写真を通し、アジアにおける人身売買の現実もご覧いただきます。
ラオス、そしてアジアの子どもたちに何が起こっているのか、今地球人として私たちに何ができるかを、ご一緒に考えてみま
せんか。

募

集:

「 川崎市国際交流センター活用企画検討委員会 」の委員を募集します！

センターをより活用していただくため、「川崎市国際交流センター活用企画検討委員会」を設置しています。
このたび、センターご利用の市民の方から２名の委員を公募します。応募要項は下記の通りとなっております。

【任 期】
【会 議】
【応募資格】
【応募方法】

平成２１年２月中旬から２年間

【募集人数】 ２名

年間２回から３回を予定

【謝礼等】 謝礼、交通費の支給はありません

川崎市内在住、在勤、在学の方
氏名、性別、年齢、住所、電話番号を明記し、作文（ テーマ：「国際交流センターに望むこと」 ）
８００字程度を平成２１年１月３１日(土)までに川崎市国際交流協会あて郵送又は持参してください。

国際交流センター 見 学 会
３月９日（月） １３時３０分～１６時３０分
対象施設 ホール ・ レセプションルーム
特別会議室 ・ 特別応接室

❁ 演出に関する付帯設備もご説明した上で、体験できます。
❁ 備品類もご覧になれます。
❁ 当日時間内にご来館の上、受付にお申し出ください。

★ １月と 2 月の施設点検日は次の通りです
月 日
１月２６日（月）
２月２３日（月）

施設利用
×
×

受付業務 および ふれあいネット

協会業務

レストラン

ホテル

○ （９：００ ～ １８：００）
○ （９：００ ～ １８：００）

○
○

×
×

○
○

（発行） 川崎市国際交流センター

東急東横線・目黒線 元住吉駅下車 西口より徒歩１２分

〒211-0033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町２－２
http://www.kian.or.jp/kic/ E-mail：Kiankawasaki@kian.or.jp

電話 ０４４－４３５－７０００
FAX ０４４－４３５－７０１０

