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　戸田市役所で行われた外国人議会

に参加しました。議長を含め18名

の議員全員が外国人という画期的な

ものでした。外国人の割合が特に高

い戸田ならではのことでしょうね。

私はまさかの議員での参加でした。

　議長はアメリカ出身のメーガンさ

ん。優れた日本語で議会をリードし

ました。紹介と挨拶が終わっていよ

いよ議員の出番。自分なりに考えた

質問を発表しました。国籍や年齢が

異なれば質問の内容もそれぞれ。税

金からスポーツ施設のことまで、外

国人ならではの観点で語りました。

　 市長と教育長はとても丁寧に答

えてくれました。すぐにどうにかな

るものは少なかったものの、今の戸

田の状況を踏まえて検討してみると

いう話もあったので、思いは伝わる

んだなと思いました。

　半年後には韓国に帰る私にとって

最初で最後の議会。きっと一生忘れ

られない思い出になるでしょう。緊

張しましたがすごく楽しかったです。

　来年も再来年もずっとやってほし

いです。そしてより良い街を作って

ほしいです。私たちの小さな声にも

耳を傾けられる戸田はきっといい街

になると思ってます。では、これか

らもよろしくお願いします！（E.J）

　[10月30日　戸田市役所　議場］市長の答弁にじっと耳を傾ける議員たち

入念に予習中（質問はすべて日本語）

　「異常気象、図解雑学」「地球

温暖化論のウソとワナ」「気象の

しくみ」などの本を思わず手に

取るほど、今年の永過ぎた酷暑

には辟易しました。

　そのほか「集中豪雨」や「重

油流出」などなど気象現象や自

然保護に関心を寄せっぱなしの

一年でした。

　「自分たちに出来ることは何

か？」をもう一度考えることが

必要であると思います。(清)
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日　時　２月27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　日本語を母国語としない中

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22日（水）まで

※表彰者に豪華賞品。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。

　私たちと一緒に「TiFA」を作っ

てみませんか？

　外国人の方も歓迎です。

申込み　協会まで電話。

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13日 ① １月15日

 ② １月20日 ② １月22日

 ③ １月27日 ③ １月29日

 ④ ２月 ３ 日 ④ ２月 ５ 日

 ⑤ ２月10日 ⑤ ２月12日

 ⑥ ２月17日 ⑥ ２月19日

 ⑦ ２月24日 ⑦ ２月26日

 ⑧ ３月 ３ 日 ⑧ ３月 ５ 日

 ⑨ ３月10日 ⑨ ３月12日

 ⑩ ３月17日 ⑩ ３月19日

日本語スピーチコンテスト出場者募集

（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13日〜３月19日

場　所　教育センター２階会議室等

※費用無料

2010年度　第３期

日本語教室　開講予定

お問い合わせ

  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  ど  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 

国際交流茶会

　市民と外国人の交流の茶会です。

日　時　２月19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15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  にち   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

 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22日(土)　和服の着付け

　３月12日(土)　伝統料理と桜餅

時　間　午後１時から

場　所　戸田市福祉青少年会館

　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？

希望者は下記の養成講座にご参加く

ださい。

日　時　12月18日(土)10時～正午

場　所　教育センター 2階会議室

講　師　高柳　和子さん

　　　　（TIJ東京日本語研修所）

対　象　市内在住・在勤者　

申込み　12月17日(金)まで

※費用無料

  し みん  がい こく じん   こう りゅう かい

   がつ  にち ど わ ふく  き つ 

   がつ  にち ど でん とう りょう り  さくら もち 

 じ  かん  ご ご じ

 ば  しょ  と だ し ふく し せい しょう ねん かい かん

 こく さい こう りゅう

−外国人議員の質問内容−

議長　塚本メーガン（米国）

①平木 文子（中国）

　年金について、友好都市について

②Gombya Edwin　（英国）　

　外国人に対する情報提供について

③峰岸 トヨコ（ブラジル）

　外国人に対する情報提供について

④趙　誠子（韓国）

　外国に通学する子供への補助金について

　外国人向けの介護の勉強会について

⑤周　柏霖（中国）

　公共施設の開館時間延長等について

⑥趙　恩晶（韓国）

　市内に設置の街路灯の数と明るさについて

⑦張　超　（中国）

　埼京線の電車増発について

⑧Silas Quincy Ayo（ナイジェリア）

　マンション、アパートの賃貸借手続きに

　ついて

⑨莫　振勇（中国・香港）

　スポーツ施設について

 チョウ  ソン ジャ

 シュウ  ハク リン

 チョウ  ウン ジョン

 モク  チュン ヨン

 チョウ  チョウ

オペラ喫茶劇場/学恵未来塾　戸田市下前2-12-13（ロイヤルホスト前の下前歩道橋階段横）
劇場事務所　〒335-0023 戸田市本町1-24-18　電話　048-475-9808

オペラ喫茶劇場

♪こども名作朗読会　12/5（日）16：00
♪音楽物語～オーボエと語り　12/11（土）14：00、♪クラリネットの夕べ　12/22（水）19：30
♪オペラ歌手演奏会　12/17（金）19：00、18（土）14：00（お子様歓迎）、19日（日）14：30

♪こどものためのコンサート（歌のお姉さん）12/19日（日）10：30
♪ヨーロッパ歌曲の世界　1/10(祝)14:00 ほか　1,500円～ 3,000円　こども無料

学恵未来塾
良心的月謝（①小学４教科　②中学英・数　③高校英語・論文　①②③とも月８回12000円）

国連外交官を務めた講師（英検１級）による丁寧な指導

ボランティアさん大募集！　



　日本の学校はとても楽しいです。

皆すごく歓迎してくれ、新曽中では

たくさん友達が出来ました。

　小学校でも楽しい時間を過ごしま

した。オーストラリアの学校と比べ

てどんなに違うかがわかって、とて

もおもしろいと思いました。

　Catherine（新曽中）

　市内在住在勤の人を対象にした

「初心者のための英会話講座」が

10/23 から始まりました。講師は日

本に 30 年以上住む Robert Kremer

さんです。昨年の韓国語講座は大盛

況でしたが、今年の英会話講座も申

し込開始から数日で定員になったと

いう人気振りです。

　初回の講座は、受講生 25 名の英

語による自己紹介から始まりまし

た。先生は日本語がとてもお上手な

のだそうですが、このときばかりは

ずっと英語のみ。ジョークも大好き

なようで、受講生一人ひとりの名前、

仕事、趣味の紹介の合間に面白い質

問やコメントを沿えて、会場を楽し

い雰囲気に湧かせてくれました。

　受講生の職業は様々。学生、技術

者、事務、ショップ経営者、主婦、

保育士、休職中などで年齢層も幅広

いです。夫婦や親子で受講している

ケースも目立ちます。皆さん「仕事

に役立てたい」「語学を学んで楽し

みたい」という思いで参加している

のがよく伝わってきました。

　自己紹介の後に、2 人 1 組で「海

外に行ったことはありますか？」と

いう質問にもう 1 人が答えるとい

う時間がありましたが、さすが語学

に興味を持っている受講生の皆さん

は全員が “Yes!”でした。

　私は後ろからずっと取材していた

のですが、私も「英語でしゃべりた

い！」という気持ちになっていまし

た。仕事、遊びでも英会話ができれ

ばいろんな体験できて楽しそう〜！

(藤平)　[教育センター 2階　全8回］
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　東中は、とても楽しかったです。

授 業 は90パ ー セ ン ト 理 解 で き な

かったのが残念だけれど…。

　皆礼儀正しくて、一生懸命英語で

話しかけてくれました。もっと行き

たかったです。特に部活は興味深く

て、一緒に参加したかったです。

Anne（戸田東中）

　ぼくは戸田中学校で過ごした日々

を本当に楽しんだ。皆親切で熱烈に

迎えてくれた。

　たくさんの人と会って、新しい友

達づくりを楽しんだ。出来れば友達

とはこれからも連絡をとっていきた

い。一生忘れられない体験だった。

Marko（戸田中）

　笹目中での時間をとても楽しみま

した。ランチを楽しんだし、みんな

親切にしてくれました。

　小学校では、生徒がとてもエネル

ギッシュで礼儀正しかったです。み

んなの笑顔や歓迎会のパフォーマン

スを見て、とても歓迎されていると

感じました。学校生活すべてが楽し

かったし、ぜひまた戻って来たいで

す。　　　　　　　  Dean（笹目中）

[9月27日〜10月6日の10日間　市内

にホームスティ滞在］　

　戸田市役所 5 階会議室に外国人 5

名のゲストスピーカーと 50 名の一

般参加者が集い、（財）埼玉県国際

交流協会主催による『多文化共生

ワークショップ』が開催されました。

　5 つのグループに分かれ、日系ブ

ラジル人の現状や在住外国人の子育

て、教育、労働などの多文化共生地

域の実例について話し合われまし

た。

　主な内容として「子供に対しては

主に日本語と母国語のどちらで教育

しているか」「日本に住み続けるか

帰国するかは就労状況によって左右

される」「日本に溶け込むには、地

域の人たちとの交流が不可欠」など

が議題に上り、各グループともに活

発な意見交換が行われました。

　終了後の交流会では、ゲストス

ピーカーがそれぞれの国のお菓子を

振舞ったり、出身国にまつわるクイ

ズコーナーがあったりと楽しく盛り

上がりました。（Ｍ.Ｙ）

[9月12日取材］

　参加者の自己紹介と受け入れ体験

の有無から研修会は始まりました。

今回は姉妹都市オーストラリア・リ

バプール市の中学生受け入れ家庭が

半数を占め、この夏休みに我が子が

お世話なった以上に歓待したい気持

ちで緊張している様子でした。

　体験談では、相手に何をしたいか

を聞くのが一番良いし、食事は時間

があればスーパーに連れて行き相手

の好きな食べ物を買うようにしてい

るとのこと。外出も遠くも良いが、

市内の大型スーパー・百円ショップ・

競艇場・神社等でも十分楽しめるそ

うです。

　コーデネィターからは、食事や外

出先に神経を使わず友人や家族と同

じように扱うこと、また中学生受入

家庭に対しては、自分の子供の体験

を参考にして構い過ぎることのない

ようにとのコメントがありました。

　私も初めての時は戸惑いましたが、

過ぎてみればとても楽しい思い出ば

かりです。次はもっと楽しく過ごし

てもらいたい、とあれこれ考えるこ

とも楽しみの一つになりました。

　皆さんもホームステイ受入を迷い

ながらも楽しんでくださいね。

（まりも）

[9月5日教育センター 2階会議室］

　「食欲の秋」ということばの由来を

ご存知ですか？実りの秋(収穫の秋）

と、暑い夏が終わって弱っていた食

欲も回復するという二重の意味があ

ると聞いています

　国際交流サロン恒例の「秋の伝統

料理」が開かれました。韓国と中国

からの12名もの初参加がいる一方、

8年振りという嬉しい参加者もいて

大いに盛り上がりました。

　日本の秋の風物詩である栗ごはん

とごぼうなどの煮物料理（隣国の中

国、韓国がごぼうを食べないのが驚

き）をみんなで頬張りました。

[10月23日　福祉青少年会館］

英語でしゃべりたい！　〜初心者のための英会話講座〜

夢のような時間でした。また戻って来たいです！～ Breannan～
− オーストラリア・リバプール市青少年代表団来日 −

ホームステイテイ受入ノウハウを学ぶ
〜国際ボランティア研修会〜

食欲の秋
〜国際交流サロン〜

日本で満足な生活がしたい！　〜多文化共生ワークショップ〜

戸田を世界に　世界を戸田に 戸田を世界に　世界を戸田に

どんなことを勉強してるの？

文化会館が舞踏会場に！音楽は世界共通のようです（戸一小）

終了後は、楽しく和やかに。 参加者の表情も真剣そのもの

みんなでレシピを見ながら

ポルカちゃんもおりこうに参加

身ぶり手ぶり、ジョークを交えての講座に思わず引き込まれます

交流会が行われた美女木小体育館は一大イベント会場に！

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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保育士、休職中などで年齢層も幅広

いです。夫婦や親子で受講している

ケースも目立ちます。皆さん「仕事

に役立てたい」「語学を学んで楽し

みたい」という思いで参加している

のがよく伝わってきました。

　自己紹介の後に、2 人 1 組で「海

外に行ったことはありますか？」と

いう質問にもう 1 人が答えるとい

う時間がありましたが、さすが語学

に興味を持っている受講生の皆さん

は全員が “Yes!”でした。

　私は後ろからずっと取材していた

のですが、私も「英語でしゃべりた

い！」という気持ちになっていまし

た。仕事、遊びでも英会話ができれ

ばいろんな体験できて楽しそう〜！

(藤平)　[教育センター 2階　全8回］

2 3

　東中は、とても楽しかったです。

授 業 は90パ ー セ ン ト 理 解 で き な

かったのが残念だけれど…。

　皆礼儀正しくて、一生懸命英語で

話しかけてくれました。もっと行き

たかったです。特に部活は興味深く

て、一緒に参加したかったです。

Anne（戸田東中）

　ぼくは戸田中学校で過ごした日々

を本当に楽しんだ。皆親切で熱烈に

迎えてくれた。

　たくさんの人と会って、新しい友

達づくりを楽しんだ。出来れば友達

とはこれからも連絡を取って行きた

い。一生忘れられない体験だった。

Marko（戸田中）

　笹目中での時間をとても楽しみま

した。ランチを楽しんだし、みんな

親切にしてくれました。

　小学校では、生徒がとてもエネル

ギッシュで礼儀正しかったです。み

んなの笑顔や歓迎会のパフォーマン

スを見て、とても歓迎されていると

感じました。学校生活すべてが楽し

かったし、ぜひまた戻って来たいで

す。　　　　　　　  Dean（笹目中）

[9月27日〜10月6日の10日間　市内

にホームスティ滞在］　

　戸田市役所 5 階会議室に外国人 5

名のゲストスピーカーと 50 名の一

般参加者が集い、（財）埼玉県国際

交流協会主催による『多文化共生

ワークショップ』が開催されました。

　5 つのグループに分かれ、日系ブ

ラジル人の現状や在住外国人の子育

て、教育、労働などの多文化共生地

域の実例について話し合われまし

た。

　主な内容として「子供に対しては

主に日本語と母国語のどちらで教育

しているか」「日本に住み続けるか

帰国するかは就労状況によって左右

される」「日本に溶け込むには、地

域の人たちとの交流が不可欠」など

が議題に上り、各グループともに活

発な意見交換が行われました。

　終了後の交流会では、ゲストス

ピーカーがそれぞれの国のお菓子を

振舞ったり、出身国にまつわるクイ

ズコーナーがあったりと楽しく盛り

上がりました。（Ｍ.Ｙ）

[9月12日取材］

　参加者の自己紹介と受け入れ体験

の有無から研修会は始まりました。

今回は姉妹都市オーストラリア・リ

バプール市の中学生受け入れ家庭が

半数を占め、この夏休みに我が子が

お世話なった以上に歓待したい気持

ちで緊張している様子でした。

　体験談では、相手に何をしたいか

を聞くのが一番良いし、食事は時間

があればスーパーに連れて行き相手

の好きな食べ物を買うようにしてい

るとのこと。外出も遠くも良いが、

市内の大型スーパー・百円ショップ・

競艇場・神社等でも十分楽しめるそ

うです。

　コーデネィターからは、食事や外

出先に神経を使わず友人や家族と同

じように扱うこと、また中学生受入

家庭に対しては、自分の子供の体験

を参考にして構い過ぎることのない

ようにとのコメントがありました。

　私も初めての時は戸惑いましたが、

過ぎてみればとても楽しい思い出ば

かりです。次はもっと楽しく過ごし

てもらいたい、とあれこれ考えるこ

とも楽しみの一つになりました。

　皆さんもホームステイ受入を迷い

ながらも楽しんでくださいね。

（まりも）

[9月5日教育センター 2階会議室］

　「食欲の秋」ということばの由来を

ご存知ですか？実りの秋(収穫の秋）

と、暑い夏が終わって弱っていた食

欲も回復するという二重の意味があ

ると聞いています

　国際交流サロン恒例の「秋の伝統

料理」が開かれました。韓国と中国

からの12名もの初参加がいる一方、

8年振りという嬉しい参加者もいて

大いに盛り上がりました。

　日本の秋の風物詩である栗ごはん

とごぼうなどの煮物料理（隣国の中

国、韓国がごぼうを食べないのが驚

き）をみんなで頬張りました。

[10月23日　福祉青少年会館］

英語でしゃべりたい！　〜初心者のための英会話講座〜

夢のような時間でした。また戻って来たいです！～ Breannan～
− オーストラリア・リバプール市青少年代表団来日 −

ホームステイテイ受入ノウハウを学ぶ
〜国際ボランティア研修会〜

食欲の秋
〜国際交流サロン〜

日本で満足な生活がしたい！　〜多文化共生ワークショップ〜

戸田を世界に　世界を戸田に 戸田を世界に　世界を戸田に

どんなことを勉強してるの？

文化会館が舞踏会場に！音楽は世界共通のようです（戸一小）

終了後は、楽しく和やかに。 参加者の表情も真剣そのもの

みんなでレシピを見ながら

ポルカちゃんもおりこうに参加

身ぶり手ぶり、ジョークを交えての講座に思わず引き込まれます

交流会が行われた美女木小体育館は一大イベント会場に！

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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　戸田市役所で行われた外国人議会

に参加しました。議長を含め18名

の議員全員が外国人という画期的な

ものでした。外国人の割合が特に高

い戸田ならではのことでしょうね。

私はまさかの議員での参加でした。

　議長はアメリカ出身のメーガンさ

ん。優れた日本語で議会をリードし

ました。紹介と挨拶が終わっていよ

いよ議員の出番。自分なりに考えた

質問を発表しました。国籍や年齢が

異なれば質問の内容もそれぞれ。税

金からスポーツ施設のことまで、外

国人ならではの観点で語りました。

　 市長と教育長はとても丁寧に答

えてくれました。すぐにどうにかな

るものは少なかったものの、今の戸

田の状況を踏まえて検討してみると

いう話もあったので、思いは伝わる

んだなと思いました。

　半年後には韓国に帰る私にとって

最初で最後の議会。きっと一生忘れ

られない思い出になるでしょう。緊

張しましたがすごく楽しかったです。

　来年も再来年もずっとやってほし

いです。そしてより良い街を作って

ほしいです。私たちの小さな声にも

耳を傾けられる戸田はきっといい街

になると思ってます。では、これか

らもよろしくお願いします！（E.J）

　[10月30日　戸田市役所　議場］市長の答弁にじっと耳を傾ける議員たち

入念に予習中（質問はすべて日本語）

　「異常気象、図解雑学」「地球

温暖化論のウソとワナ」「気象の

しくみ」などの本を思わず手に

取るほど、今年の永過ぎた酷暑

には辟易しました。

　そのほか「集中豪雨」や「重

油流出」などなど気象現象や自

然保護に関心を寄せっぱなしの

一年でした。

　「自分たちに出来ることは何

か？」をもう一度考えることが

必要であると思います。(清)

◇◆ ◆◇TiFA 後記TiFA 後記

広報ボランティアの募集

より良い街づくりを願ってより良い街づくりを願って

戸田を世界に　世界を戸田に

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
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 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

 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

より良い街づくりを願ってより良い街づくりを願ってより良い街づくりを願ってより良い街づくりを願ってより良い街づくりを願ってより良い街づくりを願って 市政初！～戸田市外国人議会～市政初！～戸田市外国人議会～市政初！～戸田市外国人議会～

 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

 にち  じ   がつ  にち  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 こく 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  にち  すい

   ひょう しょう しゃ  ごう か しょう ひん  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

日　時　２月27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　日本語を母国語としない中

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22日（水）まで

※表彰者に豪華賞品。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。

　私たちと一緒に「TiFA」を作っ

てみませんか？

　外国人の方も歓迎です。

申込み　協会まで電話。

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13日 ① １月15日

 ② １月20日 ② １月22日

 ③ １月27日 ③ １月29日

 ④ ２月 ３ 日 ④ ２月 ５ 日

 ⑤ ２月10日 ⑤ ２月12日

 ⑥ ２月17日 ⑥ ２月19日

 ⑦ ２月24日 ⑦ ２月26日

 ⑧ ３月 ３ 日 ⑧ ３月 ５ 日

 ⑨ ３月10日 ⑨ ３月12日

 ⑩ ３月17日 ⑩ ３月19日

日本語スピーチコンテスト出場者募集

（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13日〜３月19日

場　所　教育センター２階会議室等

※費用無料

2010年度　第３期

日本語教室　開講予定

お問い合わせ

  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  ど  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 

国際交流茶会

　市民と外国人の交流の茶会です。

日　時　２月19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15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  にち   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

 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。

　12月11日(土)　クリスマスの料理

　１月22日(土)　和服の着付け

時　間　午後１時から

場　所　戸田市福祉青少年会館

　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？

希望者は下記の養成講座にご参加く

ださい。

日　時　12月18日(土)10時～正午

場　所　教育センター 2階会議室

講　師　高柳　和子さん

　　　　（TIJ東京日本語研修所）

対　象　市内在住・在勤者　

申込み　12月17日(金)まで

※費用無料

  し みん  がい こく じん   こう りゅう かい

   がつ  にち ど       りょう り

   がつ  にち ど わ ふく  き つ 

 じ  かん  ご ご じ

 ば  しょ  と だ し ふく し せい しょう ねん かい かん

 こく さい こう りゅう

−外国人議員の質問内容−

議長　塚本メーガン（米国）

①平木 文子（中国）

　年金について、友好都市について

②Gombya Edwin　（英国）　

　外国人に対する情報提供について

③峰岸 トヨコ（ブラジル）

　外国人に対する情報提供について

④趙　誠子（韓国）

　外国に通学する子供への補助金について

　外国人向けの介護の勉強会について

⑤周　柏霖（中国）

　公共施設の開館時間延長等について

⑥趙　恩晶（韓国）

　市内に設置の街路灯の数と明るさについて

⑦張　超　（中国）

　埼京線の電車増発について

⑧Silas Quincy Ayo（ナイジェリア）

　マンション、アパートの賃貸借手続きに

　ついて

⑨莫　振勇（中国・香港）

　スポーツ施設について

 チョウ  ソン ジャ

 シュウ  ハク リン

 チョウ  ウン ジョン

 モク  チュン ヨン

 チョウ  チョウ

オペラ喫茶劇場/学恵未来塾　戸田市下前2-12-13（ロイヤルホスト前の下前歩道橋階段横）
劇場事務所　〒335-0023 戸田市本町1-24-18　電話　048-475-9808

オペラ喫茶劇場

♪こども名作朗読会　12/5（日）16：00
♪音楽物語～オーボエと語り　12/11（土）14：00、♪クラリネットの夕べ　12/22（水）19：30
♪オペラ歌手演奏会　12/17（金）19：00、18（土）14：00（お子様歓迎）、19（日）14：30

♪こどものためのコンサート（歌のお姉さん）12/19（日）10：30
♪ヨーロッパ歌曲の世界　1/10(祝)14:00 ほか　1,500円～ 3,000円　こども無料

学恵未来塾
良心的月謝（①小学４教科　②中学英・数　③高校英語・論文　①②③とも月８回12000円）

国連外交官を務めた講師（英検１級）による丁寧な指導

ボランティアさん大募集！　
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