
4 3 月・「TiFA　No. 64」発行ボランティアさん大募集！　 1協会賛助会員随時募集中！ あなたもはじめませんか？笑顔のコミュニケーション

　市内初の試みで、外国人のための

防災訓練が協会の総務委員会の企画

で実施されました。

　火災や事故が起きた時、どのよう

に行動したらよいかは誰でも知って

おきたいことです。ましてや日本語

に不慣れな外国人にとっては、より

大変な事だと思います。参加者の中

には東日本大震災を経験した人もお

り、同時通訳を介しての訓練に皆さ

ん真剣そのものでした。

　まず教育センターにおいて、市の

危機管理防災課の担当者より災害時

の行動の仕方、自分の地区の避難所

がどこなのかを学びました。　

　その後、蕨警察署の方より災害時

に備え準備しておかなければならな

いものについての説明があり、いよ

いよ実践的な訓練です。訓練はいず

れも戸田市消防本部の方の丁寧な指

導もとに行われました。

　まずは、AED 取扱い訓練。殆ど

の人が未経験でしたが、戸惑いなが

らも皆さんは興味津々で取り組んで

いました。次に市役所駐車場に場所

を移し消火訓練が行われました。水

消火器を使用して的に当てる訓練で

す。消火器に触れるのは初めてとい

う人が大半で真剣に取り組んでいま

した。

　残念ながら強風のために『煙体験

ハウス』のテントが張れず見送られ

ましたが、全ての訓練がとても有意

義なものでした。

　起きてほしくはない災害が起こっ

てしまったときに今日の訓練が役に

立つのではないかと思いました。参

加者の皆さん、御協力頂いた皆さん、

お疲れ様でした。（HANA）
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発行回数 年４回（6/15 号、9/15 号、12/1 号、3/15 号）    発行部数 各 42,000 部 

配付対象 市内全戸、市内小中高等学校、市内公共施設、市外賛助会員  他 

各号掲載料 （１）１０，０００円（縦７ｃｍ×横１２ｃｍ）  （２）６，０００円（縦７ｃｍ×横６ｃｍ）

「はじめてみませんか？国際交流ボランティア」「はじめてみませんか？国際交流ボランティア」
お気軽にお問い合わせください。（公財）戸田市国際交流協会  TEL：434-5690 担当：峰岸

　奇跡の星「地球」には沢山の生き物
たちがいます。そしてその生態系の頂
点に人間がいると言えるのかもしれま
せん。
　人間は人間のせいで外国から来て増
えてしまった動植物を外来種と呼び駆
除をします。また、絶滅しそうな動物
は保護をします。増えたのも減ったの
も人間のせいなのに良いことをしている

気持ちになっているような気がします。
人間が生き物たちの生き死にを決めら
れる程の地球上で一番賢い生き物と言
うのならば、なぜ自らも滅ぼしてしま
うようなことをしてしまうのでしょう。
私は微生物の栄養となって自然の中に
溶け込みたい、と夕焼けに浮かび上
がった富士山を見ながらぼんやりと思
いました。　　　　  （ペトルーシカ）

◇◆ ◆◇TiFA 後記

日　時　２月24日（日）

　　　　午後１時30分〜３時30分

場　所　戸田市文化会館304会議室

対　象　日本語を母語としない中学

生以上の方。語学レベルや日本在住

期間は問いません。

定　員　10人

申込み　12月20日（木）まで

※出場者全員に参加賞あり。 

　スピーチを聞きたい人も募集中！

　終了後に出場者との交流会あり。

　小学生が学校で習っている英語の

模擬授業を体験してみませんか？

　お子様連れ大歓迎です！

日　時　2月23日（土）

　　　　午後２時～４時

場　所　教育センター

　　　　２階会議室

講　師　ＡＬＴ経験者

対　象　市内在住・在勤者　20名

申込み　2月20日（水）までに協会

　　　　へ電話申込　　※費用無料

 に ほん ご す ぴ ー ち こ ん て す と

しゅつ じょう しゃ ぼ しゅう

木曜日
（午後７時〜８時30分）

土曜日
（午前10時〜11時30分）

   ① 1　月12日 

 ① 1　月17日 ② 1　月19日 

 ② 1　月24日 ③ 1　月26日 

 ③ 1　月31日 ④ 2　月　2　日 

 ④ 2　月　7　日 ⑤ 2　月　9　日 

 ⑤ 2　月14日 ⑥ 2　月16日 

 ⑥ 2　月21日 ⑦ 2　月23日 

 ⑦ 2　月28日 ⑧ 3　月　2　日 

 ⑧ 3　月　7　日 ⑨ 3　月　9　日 

 ⑨ 3　月14日 ⑩ 3　月16日 

 ⑩ 3　月21日

日本語スピーチコンテスト

出場者募集

（公財）戸田市国際交流協会（TIFA）

 TEL 048−434−5690
 FAX 048−441−0170
 mail tifa@msc.biglobe.ne.jp

広報ボランティアの募集

＊外国人の皆さん、一緒に日本語

を勉強しませんか＊

期　間　１月14日〜３月22日

場　所　教育センター２階会議室等

※費用無料

2012年度　第３期

日本語教室　開講予定

お問い合わせ

国際交流茶会

　市民と外国人の交流の茶会です。

日　時　２月16日（土）

　　　　午前11時〜午後２時

場　所　戸田市文化会館

　　　　展示室、不言亭

対　象　市内在住・在勤者、外国人

定　員　50人

費　用　協会会員・外国人500円、

　　　　非会員1,000円

申込み　１月27日（日）申込開始

※協会にて直接申込、電話申込不可

 こく さい こう りゅう ちゃ かい
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国際交流サロン

日本語ボランティア募集

　市民と外国人の交流会です。

　１月12日(土)　新年パーティー

　１月26日(土)　和服の着付け

　２月 9 日(土)　おしゃべり

時　間　午後１時から

場　所　障害者福祉会館

　日本語教室で外国人の学習支援を

する日本語ボランティアを募集しま

す。あなたも始めてみませんか？

◆日本語教室見学

木曜教室： 1月31日、2月7日

 午後7時～ 9時

土曜教室： 1月26日、2月2日

 午前10時～正午

場　所　教育センター 2階会議室

対　象　市内在住・在勤者　

申込み　希望日の前日までに協会へ

電話申込。 ※費用無料

 こく さい こう りゅう

国際ボランティア研修会
公益財団法人　戸田市国際交流協会

戸田市上戸田1丁目19番14号

戸田市立教育センター3F
Te l 048-434-5690
Fax 048-441-0170

文化　
　会館

戸田
市役所

教育
センター

市役所通り

TIFAは 3F。

市役所
文化会館が
目印です。

火〜日曜　 8：45〜17：30
http://www1a.biglobe.ne.jp/tifa
tifa@msc.biglobe.ne.jp
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自宅から近い避難所はどこかな？

未来の救急救命士 がんばれ！



　今回我が家では、ワンナイトステ

イのゲストにミャンマーから「ザー

ニウィンさん」をお迎えしました。彼

女は母国の日本語研修センターで日

本語を教えており、私たちとの会話

もスムーズでした。

　折しも対面当日にビリーブフェス

タが開催されており、そこで『翠会』

さんのお茶会に参加させていただ

き、日本の良き伝統を体験すること

ができました。その他フラワーアレ

ンジメントの手ほどきも受け、日本

のイメージアップに成功した一日で

した。

　翌日は、家族と共に秋葉原に行っ

て買い物を楽しみ、昼食に食べた天

丼に「おいしい！」を連発し感動しき

りでした。浅草も訪れて日本文化に

触れてもらいました。

　あいにくの雨でしたが、とても楽

しい二日間でした。また会えること

を心から願っています。≪楽しかっ

たよ！ザーニ。ありがとう≫

【10月27、28日・長谷川千春さん】

ミャンマーからようこそ！　〜ワンナイトステイ受入体験記〜

〜戸田中地域ふれあい体験学習講座講座〜 天  高  気  爽
〜スポーツで国際交流〜

元気に学ぶ韓国語　～韓国語入門講座～

私たちが友好の架け橋に！　～吉川市インターナショナルフレンドシップパーティー～

戸田ふるさと祭り

戸田を世界に　世界を戸田に 戸田を世界に　世界を戸田に

　韓国語入門講座が、週１回１時間

半（毎土曜日の夜）・全１０回のコー

スで開講されました。

　講師として李銀淑（イウンスク）先

生をお招きいたしました。韓国文化

への人気の高さと共に講師の先生の

明るい人柄が相まって、学ぶ熱気と

笑顔あふれる講座内容です。

　李先生の講座の人気の元ともなっ

ているのは、「たくさん声を出すこ

と」。受け身の授業ではなく積極的

に授業に参加してもらい、韓国語で

話して韓国語で返ってくる環境こそ

が大きな特徴です。

　相手をリスペクトする言動を常に

心がけながら授業やコミュニケー

ションに臨む先生の姿勢に「講座を

作るのは、先生ではなく自分たちで

ある」と認識し学ぶことが出来ます。

　受講生２５名は老若男女と幅広

く、こういった機会を楽しみながら

学ぶ姿に何かを始めるのに遅いこと

なんてないと受講生たちの笑顔が教

えてくれています。（Ｓ）

【10月6日〜12月15日  教育センター

２階会議室】

　第３４回戸田ふるさと祭りは真夏

の太陽のもと、多くの人で賑わいま

した。来場した人たちはお祭りを思

い思いに楽しんでいました。会場内

を見て廻ったところ珍しい露店が

所々あり、これらの露店で子供たち

が楽しそうに盛り上がっていまし

た。

　協会ブースでは写真の展示や中国

雑貨販売といったお馴染みの内容の

他に、蕨警察署とのコラボレーショ

ンでミニ白バイの展示と試乗も行わ

れ、あこがれの警察官の制服を着て

記念写真を撮れることもあり子供連

れで大いに賑わっていました。

　今回のふるさと祭りは昨年同様、

節電のため戸田競艇場内の施設が使

えない状況ではありましたが、お祭

りそのものはいつもと変わらない風

景でした。（Y.M）

【8月19日　戸田競艇場駐車場】

　吉川市国際友好協会主催のイン

ターナショナル・フレンドシップ・

パーティーに参加しました。

　日本語教室学習者や在住外国人ら

４名による日本語スピーチでは、彼

らの夢や日本に在住して感じたこと

をテーマに、それぞれの夢とリンク

させ、日本との架け橋になりたいと

強く話して下さいました。

　また、吉川市の姉妹都市、米国オ

レゴン州レイクオスエゴ市を訪問し

た青年親善訪問団の会田郁朗さん

が、代表スピーチを披露し、良い経

験ができたので今後に活かしていき

たいと語りました。

　これらのスピーチ以外にも吉川市

長の戸張氏や吉川市国際友好協会の

鈴木会長らが仮装で登場し、外国人

は各国の民族衣装で参加し会場は

とってもカラフル。日本、韓国、スー

ダン、イラン、タイ、ベトナムの屋

台料理のほか、民族の踊りやダンス

（琉球舞踊、HIP HOP、フラメンコ）、

歌などが披露され、終始賑やかな

パーティーとなりました。

　各国の料理を頂きながらの歓談、

交流はとても有意義でした。（Ｋ）

【9月23日、吉川市交流センター】

　秋はスポーツの秋、食欲の秋でも

あります。前回の味覚の秋シリーズ

「おはぎ作り」に続いて、今回の国際

交流サロンは軽体育館を利用して市

民と外国人とのスポーツの交流が行

われました。

　思い切り身体を動かして日頃の運

動不足やストレスを解消するには、

秋は最適な季節です。

　まずは腹が減っては…ということ

でカレーライスを頬張り、しばらく

ウォーミングアップした後に皆でバ

ドミントンをしました。国と言語が

違っても、スポーツで集い汗をかき、

楽しくひと時を過ごしました。

 スポーツには国境がないというこ

とを実感しました。（Ｍ）

【10月27日　障害者福祉会館】

　「彩の国教育の日」の一環として市

立戸田中学校にて「地域ふれあい体

験学習講座」が開かれました。

　「地域ふれあい体験学習講座」と

は、地域の人が様々な講座を開設し

生徒が自由に選択して受講するもの

です。また保護者も自由に参観でき、

学校の教育活動についての理解を深

めるといった側面ももつ毎年恒例の

行事となっています。

　国際交流協会からは、職員でもあ

り戸田市の友好都市である中国河南

省開封市出身の楊建敏（ヨウケンビ

ン）氏による中国語講座を開催。

北宋期の首都であり中国でも最も歴

受講生の皆さんも真剣そのもの

制服を身にまとい敬礼！

史が古い都市の一つである開封市の

歴史や観光名所、名物料理をスライ

ド写真と中国語表記で指し示し説明

したり、駱賓王の五言詩を用いての

発音練習といった中国語講座。

　やや高度かと思われた内容にも、

熱心に耳を傾けしっかりとした発音

をする生徒の皆さんの習熟度に驚か

されました。（Ｓ）

楽しいプログラムの数々

会場は熱気に溢れていました

毎回好評の中国雑貨販売

賑やかな浅草を満喫しました

初めての茶道体験に感激

熱心に聞き入る生徒たちの姿に感動 いい汗かきました

2 3協会事務局　戸田市立教育センター３階　 TEL ０４８−４３４−５６９０ 事務局一同、心よりお待ちしております。協会行事　協会までお気軽にお問い合わせください。　



　今回我が家では、ワンナイトステ

イのゲストにミャンマーから「ザー

ニウィンさん」をお迎えしました。彼

女は母国の日本語研修センターで日

本語を教えており、私たちとの会話

もスムーズでした。

　折しも対面当日にビリーブフェス

タが開催されており、そこで『翠会』

さんのお茶会に参加させていただ

き、日本の良き伝統を体験すること

ができました。その他フラワーアレ

ンジメントの手ほどきも受け、日本

のイメージアップに成功した一日で

した。

　翌日は、家族と共に秋葉原に行っ

て買い物を楽しみ、昼食に食べた天

丼に「おいしい！」を連発し感動しき

りでした。浅草も訪れて日本文化に

触れてもらいました。

　あいにくの雨でしたが、とても楽

しい二日間でした。また会えること
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　韓国語入門講座が、週１回１時間

半（毎土曜日の夜）・全１０回のコー

スで開講されました。

　講師として李銀淑（イウンスク）先

生をお招きし、募集後すぐに定員に

達するという好評ぶり。韓国文化へ

の人気の高さと共に講師の先生の明

るい人柄が相まって、学ぶ熱気と笑

顔あふれる講座内容です。

　李先生の講座の人気の元ともなっ

ているのは、「たくさん声を出すこ

と」。受け身の授業ではなく積極的

に授業に参加してもらい、韓国語で

話して韓国語で返ってくる環境こそ

が大きな特徴です。

　相手をリスペクトする言動を常に

心がけながら授業やコミュニケー

ションに臨む先生の姿勢に「講座を

作るのは、先生ではなく自分たちで

ある」と認識し学ぶことが出来ます。

　受講生２６名は老若男女と幅広

く、こういった機会を楽しみながら

学ぶ姿に何かを始めるのに遅いこと

なんてないと受講生たちの笑顔が教

えてくれています。（Ｓ）

【10月6日〜12月15日  教育センター

２階会議室】

　第３４回戸田ふるさと祭りは真夏

の太陽のもと、多くの人で賑わいま

した。来場した人たちはお祭りを思

い思いに楽しんでいました。会場内

を見て廻ったところ珍しい露店が

所々あり、これらの露店で子供たち

が楽しそうに盛り上がっていまし

た。

　協会ブースでは写真の展示や中国

雑貨販売といったお馴染みの内容の

他に、蕨警察署とのコラボレーショ

ンでミニ白バイの展示と試乗も行わ

れ、あこがれの警察官の制服を着て

記念写真を撮れることもあり子供連

れで大いに賑わっていました。

　今回のふるさと祭りは昨年同様、

節電のため戸田競艇場内の施設が使

えない状況ではありましたが、お祭

りそのものはいつもと変わらない風

景でした。（Y.M）

【8月19日　戸田競艇場駐車場】

　吉川市国際友好協会主催のイン

ターナショナル・フレンドシップ・

パーティーに参加しました。

　日本語教室学習者や在住外国人ら

４名による日本語スピーチでは、彼

らの夢や日本に在住して感じたこと

をテーマに、それぞれの夢とリンク

させ、日本との架け橋になりたいと

強く話して下さいました。

　また、吉川市の姉妹都市、米国オ

レゴン州レイクオスエゴ市を訪問し

た青年親善訪問団の会田郁朗さん

が、代表スピーチを披露し、良い経

験ができたので今後に活かしていき

たいと語りました。

　これらのスピーチ以外にも吉川市

長の戸張氏や吉川市国際友好協会の

鈴木会長らが仮装で登場し、外国人

は各国の民族衣装で参加し会場は

とってもカラフル。日本、韓国、スー

ダン、イラン、タイ、ベトナムの屋

台料理のほか、民族の踊りやダンス

（琉球舞踊、HIP HOP、フラメンコ）、

歌などが披露され、終始賑やかな

パーティーとなりました。

　各国の料理を頂きながらの歓談、

交流はとても有意義でした。（Ｋ）

【9月23日、吉川市交流センター】

　秋はスポーツの秋、食欲の秋でも

あります。前回の味覚の秋シリーズ

「おはぎ作り」に続いて、今回の国際

交流サロンは軽体育館を利用して市

民と外国人とのスポーツの交流が行

われました。

　思い切り身体を動かして日頃の運

動不足やストレスを解消するには、

秋は最適な季節です。

　まずは腹が減っては…ということ

でカレーライスを頬張り、しばらく

ウォーミングアップした後に皆でバ

ドミントンをしました。国と言語が

違っても、スポーツで集い汗をかき、

楽しくひと時を過ごしました。

 スポーツには国境がないというこ

とを実感しました。（Ｍ）

【10月27日　障害者福祉会館】

　「彩の国教育の日」の一環として市

立戸田中学校にて「地域ふれあい体

験学習講座」が開かれました。

　「地域ふれあい体験学習講座」と

は、地域の人が様々な講座を開設し

生徒が自由に選択して受講するもの

です。また保護者も自由に参観でき、

学校の教育活動についての理解を深

めるといった側面ももつ毎年恒例の

行事となっています。

　国際交流協会からは、職員でもあ

り戸田市の友好都市である中国河南

省開封市出身の楊建敏（ヨウケンビ

ン）氏による中国語講座を開催。

北宋期の首都であり中国でも最も歴

受講生の皆さんも真剣そのもの

制服を身にまとい敬礼！

史が古い都市の一つである開封市の

歴史や観光名所、名物料理をスライ

ド写真と中国語表記で指し示し説明

したり、駱賓王の五言詩を用いての

発音練習といった中国語講座。

　やや高度かと思われた内容にも、

熱心に耳を傾けしっかりとした発音

をする生徒の皆さんの習熟度に驚か

されました。（Ｓ）

楽しいプログラムの数々

会場も熱気に溢れていました

毎回好評の中国雑貨販売

賑やかな浅草を満喫しました

初めての茶道体験に感激

熱心に聞き入る生徒たちの姿に感動 いい汗かきました

2 3協会事務局　戸田市立教育センター３階　 TEL ０４８−４３４−５６９０ 事務局一同、心よりお待ちしております。協会行事　協会までお気軽にお問い合わせください。　
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　市内初の試みで、外国人のための

防災訓練が協会の総務委員会の企画

で実施されました。

　火災や事故が起きた時、どのよう

に行動したらよいかは誰でも知って

おきたいことです。ましてや日本語

に不慣れな外国人にとっては、より

大変な事だと思います。参加者の中

には東日本大震災を経験した人もお

り、同時通訳を介しての訓練に皆さ

ん真剣そのものでした。

　まず教育センターにおいて、市の

危機管理防災課の担当者より災害時

の行動の仕方、自分の地区の避難所

がどこなのかを学びました。　

　その後、蕨警察署の方より災害時

に備え準備しておかなければならな

いものについての説明があり、いよ

いよ実践的な訓練です。訓練はいず

れも戸田市消防本部の方の丁寧な指

導もとに行われました。

　まずは、AED 取扱い訓練。殆ど

の人が未経験でしたが、戸惑いなが

らも皆さんは興味津々で取り組んで

いました。次に市役所駐車場に場所

を移し消火訓練が行われました。水

消火器を使用して的に当てる訓練で

す。消火器に触れるのは初めてとい

う人が大半で真剣に取り組んでいま

した。

　残念ながら強風のために『煙体験

ハウス』のテントが張れず見送られ

ましたが、全ての訓練がとても有意

義なものでした。

　起きてほしくはない災害が起こっ

てしまったときに今日の訓練が役に

立つのではないかと思いました。参

加者の皆さん、御協力頂いた皆さん、

お疲れ様でした。（HANA）

【11 月 10 日】

有備

無患

有備

無患
有備

無患
有備

無患
有備

無患
有備

無患
備えあれ

ば憂い
なし

市内初！外国人防災訓練市内初！外国人防災訓練市内初！外国人防災訓練

Ｔｉ
ＦＡの広

告を募集中ですＴｉ
ＦＡの広

告を募集中です

発行回数 年４回（6/15 号、9/15 号、12/1 号、3/15 号）    発行部数 各 42,000 部 

配付対象 市内全戸、市内小中高等学校、市内公共施設、市外賛助会員  他 

各号掲載料 （１）１０，０００円（縦７ｃｍ×横１２ｃｍ）  （２）６，０００円（縦７ｃｍ×横６ｃｍ）

「はじめてみませんか？国際交流ボランティア」「はじめてみませんか？国際交流ボランティア」
お気軽にお問い合わせください。（公財）戸田市国際交流協会  TEL：434-5690 担当：峰岸

　奇跡の星「地球」には沢山の生き物
たちがいます。そしてその生態系の頂
点に人間がいると言えるのかもしれま
せん。
　人間は人間のせいで外国から来て増
えてしまった動植物を外来種と呼び駆
除をします。また、絶滅しそうな動物
は保護をします。増えたのも減ったの
も人間のせいなのに良いことをしている

気持ちになっているような気がします。
人間が生き物たちの生き死にを決めら
れる程の地球上で一番賢い生き物と言
うのならば、なぜ自らも滅ぼしてしま
うようなことをしてしまうのでしょう。
私は微生物の栄養となって自然の中に
溶け込みたい、と夕焼けに浮かび上
がった富士山を見ながらぼんやりと思
いました。　　　　  （ペトルーシカ）

◇◆ ◆◇TiFA 後記

日　時　２月24日（日）

　　　　午後１時30分〜３時30分

場　所　戸田市文化会館304会議室

対　象　日本語を母語としない中学

生以上の方。語学レベルや日本在住

期間は問いません。

定　員　10人

申込み　12月20日（木）まで

※出場者全員に参加賞あり。 

　スピーチを聞きたい人も募集中！

　終了後に出場者との交流会あり。

　小学生が学校で習っている英語の

模擬授業を体験してみませんか？

　お子様連れ大歓迎です！

日　時　2月23日（土）

　　　　午後２時～４時

場　所　教育センター

　　　　２階会議室

講　師　ＡＬＴ経験者

対　象　市内在住・在勤者　20名

申込み　2月20日（水）までに協会

　　　　へ電話申込　　※費用無料

 に ほん ご す ぴ ー ち こ ん て す と

しゅつ じょう しゃ ぼ しゅう

木曜日
（午後７時〜８時30分）

土曜日
（午前10時〜11時30分）

   ① 1　月12日 

 ① 1　月17日 ② 1　月19日 

 ② 1　月24日 ③ 1　月26日 

 ③ 1　月31日 ④ 2　月　2　日 

 ④ 2　月　7　日 ⑤ 2　月　9　日 

 ⑤ 2　月14日 ⑥ 2　月16日 

 ⑥ 2　月21日 ⑦ 2　月23日 

 ⑦ 2　月28日 ⑧ 3　月　2　日 

 ⑧ 3　月　7　日 ⑨ 3　月　9　日 

 ⑨ 3　月14日 ⑩ 3　月16日 

 ⑩ 3　月21日

日本語スピーチコンテスト

出場者募集

（公財）戸田市国際交流協会（TIFA）

 TEL 048−434−5690
 FAX 048−441−0170
 mail tifa@msc.biglobe.ne.jp

広報ボランティアの募集

＊外国人の皆さん、一緒に日本語

を勉強しませんか＊

期　間　１月14日〜３月22日

場　所　教育センター２階会議室等

※費用無料

2012年度　第３期

日本語教室　開講予定

お問い合わせ

国際交流茶会

　市民と外国人の交流の茶会です。

日　時　２月16日（土）

　　　　午前11時〜午後２時

場　所　戸田市文化会館

　　　　展示室、不言亭

対　象　市内在住・在勤者、外国人

定　員　50人

費　用　協会会員・外国人500円、

　　　　非会員1,000円

申込み　１月27日（日）申込開始

※協会にて直接申込、電話申込不可

 こく さい こう りゅう ちゃ かい

 ねん ど だい き

 に ほん ご きょう しつ かい こう よ てい

 もく よう び  ど よう び

  がい こく じん  みな    いつ しょ  に ほん ご

  べん きょう

 き  かん   がつ  か   がつ  にち

 ば  しょ きょう いく かい かい ぎ しつ とう

  ひ よう む りょう

 ご ご じ じ ふん  ご ぜん じ じ ふん

こう ざい と だ し こく さい こう りゅう きょう かい

国際交流サロン

日本語ボランティア募集

　市民と外国人の交流会です。

　１月12日(土)　新年パーティー

　１月26日(土)　和服の着付け

　２月 9 日(土)　おしゃべり

時　間　午後１時から

場　所　障害者福祉会館

　日本語教室で外国人の学習支援を

する日本語ボランティアを募集しま

す。あなたも始めてみませんか？

◆日本語教室見学

木曜教室： 1月31日、2月7日

 午後7時～ 9時

土曜教室： 1月26日、2月2日

 午前10時～正午

場　所　教育センター 2階会議室

対　象　市内在住・在勤者　

申込み　希望日の前日までに協会へ

電話申込。 ※費用無料

 こく さい こう りゅう

国際ボランティア研修会
公益財団法人　戸田市国際交流協会

戸田市上戸田1丁目19番14号

戸田市立教育センター3F
Te l 048-434-5690
Fax 048-441-0170

文化　
　会館

戸田
市役所

教育
センター

市役所通り

TIFAは 3F。

市役所
文化会館が
目印です。

火〜日曜　 8：45〜17：30
http://www1a.biglobe.ne.jp/tifa
tifa@msc.biglobe.ne.jp

 ざい だん ほう じん と だ し こく さい こう りゅう きょう かいこう えき

 と だ し かみ と だ ちょう め ばん ごう

 と だ し りつ きょう いく

戸田を世界に　世界を戸田に
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 にち  じ   がつ  か  にち

     ご ご  じ  ふん   じ  ふん

 ば  しょ  と だ し ぶん か かい かん   かい ぎ しつ

 たい  しょう  に ほん ご  ぼ ご     ちゅう がく 

 せい い じょう  かた  ご がく     に ほん ざい じゅう 

 き かん  と

 てい  いん   にん

 もうし こ    がつ  か  もく

  しゅつ じょう しゃ ぜん いん  さん か しょう

       き    ひと  ぼ しゅう ちゅう

  　しゅう りょう ご  しゅつ じょう しゃ   こう りゅう かい

  し みん  がい こく じん  こう りゅう  ちゃ かい

 にち  じ   がつ  にち    ど

     ご ご  じ    ご   ご  じ

 ば  しょ  と だ し ぶん か かい かん

     てん じ しつ  ふ げん てい

 たい  しょう  し ない ざい じゅう  ざい きん しゃ  がい こく じん

 てい  いん     にん

 ひ  よう  きょう かい かい いん  がい こく じん   えん

     ひ かい いん     えん

もうし こ    がつ  にち  にち  もうし こみ かい し

  きょう かい   ちょく せつ もうし こみ  でん わ もうし こみ ふ か 

  し みん  がい こく じん   こう りゅう かい

   がつ  にち ど しん ねん

   がつ  にち ど わ ふく  き つ 

   がつ  か ど

 じ  かん  ご ご じ

 ば  しょ  しょう がい しゃ ふく し かい かん

自宅から近い避難所はどこかな？

未来の救急救命士 がんばれ！




