
　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　協会までご連絡下さい。

4 12 月・「TiFA　No. 55」発行　 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

　開封市金明小中学校の１３名の団員の皆さんは、日本での一週間の日程のうち３日間

を戸田市にホームステイで滞在し、私たちに新鮮な刺激を与えてくれました。一方、市

内の小中学校を訪れた彼らの目に戸田っ子たちはどのように写ったのでしょうか？

　東中を見学して、とても羨ましく

思いました。学校で勉強しているこ

とが同じであっても、環境がずいぶ

んちがうことをとても感じました。

　東中は環境が優美で、生徒たちは

親切です。私たちを迎えるために中

国語を少し勉強してくれました。

　皆さまに心より感謝いたします。

（金明小学校　 　　逸飛）

　夏休み期間中、私たちはこの美し

い戸田市にやって来ました。ここで

起きたすべてのことが面白いです。

　戸田南小学校では体育館で盛大に

歓迎されました。ゲーム、質問など

の形で交流をしました。

　二日間の学校訪問は大変いい勉強

になりました。

（金明小学校　劉　晗璐）

　東中への見学を通して、私は日本

の学校の特色を感じることができま

した。授業中、生徒たちはみんな真

面目で先生もとても立派です。生徒

たちの仲の良い姿を見ることができ

ました。

（金明小学校　呉　童）

ニエ イ フェイ

ウ トォン

　東中に続き、私たちは南小学校を見

学しました。生徒たちは親切で、学

校環境はとてもいいです。

　先生と生徒たちは私たちのために

歓迎式をおこなってくれて、身に余

るもてなしをうけて、驚き喜びまし

た。南小の皆さんに感謝します。

（金明小学校　畢　可為）

【7 月 12 日～ 18 日　小学生 10 名・

中学生 3 名・引率者 4 名　計 17 名】
リゥ ハァン ル

ビ コゥ エイ

◉戸田東中学校訪問◉
７月13日（火）

◉戸田南小学校訪問◉
７月14日（水）

国際交流サロン

外国人議会

傍聴のご案内

初心者のための

英会話講座

　市民と外国人の交流会です。

　10月23日（土）　日本の伝統料理

時　間　午後１時から

場　所　戸田市福祉青少年会館

国際交流パーティー

　素敵な音楽と楽しいゲームがいっ

ぱいです。みんな集まれ～！！

日　時　12月4日(土)

　　　　午後２時〜４時

場　所　上戸田福祉センター３階

対　象　市内在住・在勤者、外国人

費　用　200円

申込み　前日までに協会まで電話

　先日、私が参加しているボランティ

アサークルと埼玉県立大学の学生との

交流会があって、餃子を作って食べた

りビンゴゲームやフリートークなどを

して、一日思いっきり楽しんできまし

た。みんなで和気あいあいの雰囲気の

中で作った餃子は格別の美味しかった

です。それと学生の皆さんから色々な

話が聞けてとても楽しかったです。

　これは私の希望ですが、友好都市の

開封市（中国・河南省）の一般市民と

交流がしたいです。お酒を酌み交わし

たり、いろいろな話しをして楽しみた

いと思っています。（Ｍ.Ｙ）

広報ボランティアの募集

（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お問い合わせ

◇◆ ◆◇TiFA 後記TiFA 後記

日本語ボランティア募集

　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。希望者は、下記日程の日本語教

室見学会にご参加ください。

日　時　木曜教室：午後7時～ 9時

　　　　　10月21日、28日 

　　　　土曜教室：午前10時～正午

　　　　　10月16日、30日

場　所　教育センター 2階会議室等

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

日　時　10/23～ 12/11（全8回）

　　　　毎週土曜日　18:00～19:30

場　所　教育センター 2階会議室

講　師　ロバート・クレマーさん

対　象　協会会員、または市内在住・

在勤者　26名

費　用　会 員4,000円、非 会 員5,000

円（教材費含む）　申込時に

入会可

申込み　10月1日（金）から10月20日

（水）まで申込書（協会で配

布）に費用を添えて協会に

提出 

　　　　※申し込み順

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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私たちはこの美しい戸田市にやって来ました私たちはこの美しい戸田市にやって来ました私たちはこの美しい戸田市にやって来ました私たちはこの美しい戸田市にやって来ました私たちはこの美しい戸田市にやって来ました
～友好都市（中国）開封市青少年友好代表団来日～
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和やかな東中での教室風景

ジャンケン列車で GO ！ ( 南小 )
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　日中友好協会の中国語講座です。

期　間　９ 月16日〜平 成23年 ２ 月

　　　　17日、毎週木曜日、全20回

時　間　【昼】午後１時〜３時　

　　　　【夜】午後７時〜９時

場　所　①上戸田福祉センター

　　　　【昼】初級

　　　　②東部福祉センター

　　　　【夜】入門、初級

対　象　中学生以上

受講料　入会金3,000円、

　　一般30,000円、会員25,000円

問合せ　日中友好協会事務局

　　　　TEL090-5510-2787（齋藤）

　　　　FAX048-441-0170

※随時申込可、各5名以上開講

中国語講座

　外国人にも住みやすい街づくりを。

　市内在住外国人の市政に対する意

見、要望等の提言を聞いてみません

か。

日　時　10月30日（土）10時～ 12時

場　所　戸田市役所　7階　議場

定　員　50人　※当日先着順

  す てき  おん がく  たの

         あつ

 にち  じ   がつ  にち ど

     ご ご  じ   じ

 ば  しょ  と だ し ふく し      かい

 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

 ひ  よう   えん

もうし こ   ぜん じつ    きょう かい   でん わ

 こく さい こう りゅう

HP http://www.operakissa2008.com/ mail operakissa@operakissa.jp

　　創作音楽劇　「月の懸け橋」　　

～小泉八雲が魅せられた日本の美しい民話を透明な音楽で表現します～

　　9月３０日（木）開演14：30と19：30の２回　１０月２日（土）19：00

　　一般　２５００円　/  中高生　２０００円　

学恵塾　　最高の授業を誰にも　非営利の学習塾　４科目合計の月謝上限は12000円

　　　　　ジュネーブ国際機関、国連で外交官を務めた講師が指導。



　オーストラリアと中国、計 23 名

の生徒たちは若き親善大使として大

いに交流を楽しんでくれました。彼

ら全員からのコメントです。来年、

あなたはどちらに参加しますか ?

　古くからの文化と新しい文化をう

まく融合させていると感じました。

（岩本琢也）/金明小学生たちと一緒

に踊ったカンフーは難しかったけど

楽しかったです。（下川美優）/先生

が一生懸命教えている様子、生徒た

ちがまじめに授業を受ける様子に感

銘を受けました。（大澤亮）

2 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。　

　特に最終日が楽しかった！みんな

大好き！（當間優希）/現地の学校

体験がとても楽しかった。（水上恵

利香）/オーストラリアまじ大好き。

（笠井ももこ）/ホームステイも学校

生活も団員で泊まった日も、何もか

も楽しかったです。（塩井祐里奈）/

ホームステイも楽しかったけど、特

に最後のホテルがたのしかったで

す。（佐藤なつめ）/ホストファミリー

と過ごした土・日がとても楽しかっ

た！最終日も！（山本蒼葉）/もの

すごく楽しかった!!行ってよかった

と思う。（下山莉乃）

数々の世界遺産に圧倒されました。

特に天壇公園の美しさは格別でした。

（木村妃那）/ホームステイ先の皆さ

んの親切で心のこもったおもてなし

は決して忘れません。謝謝、再見！

（布施奈々）/学校ではみんな一緒に

戸田音頭を踊ってくれてとても嬉し

かったです。（山本大河）/初のホー

ムステイは緊張しましたが皆さんと

ても親切で楽しかったです。（山崎

康太）/競技場のようなグラウンド

や整った設備。日本には金明小中学

校のような恵まれた環境で学べる学

校はないと思いました。（細野修平）

　学校やホームステイ、全部楽し

かった！（佐野汐梨）/友達たくさ

んできた。challengeしてよかった。

（本橋澪）/ホストファミリーにオペ

ラハウスやビーチ等に連れていって

もらい、楽しい思い出になった。（水

村優香）/学校に行けたことと、ホー

ムステイが楽しかった。（白鳥葵）/

ホストスチューデントやその友達と

話したことや最終日にみんなと遊ん

だことが楽しかった！（長井麻莉子）

/ものすごく楽しかった☆一生の思

い出になりました。（田辺夕稀）/家

族の心遣いにぐっときた。（池上武

志）/ホストファミリーとは家族など

の話をして楽しかった。（古本航大）

後はとてもうれしそうに見せ合い、

あちらこちらで写真の撮影大会と

なっていました。

　色とりどりの浴衣に身を包んだ皆

さんのひまわりのように明るい笑顔

があふれた 1 日でした。（稲葉）

【7 月 10 日取材】

　会場の福祉青少年会館には 17 名

もの参加者が集まり、浴衣の着付け

体験がにぎやかに行われました。皆

さん着る前から浴衣に興味津々の様

子。似合う色の浴衣を選ぶところか

ら楽しそうです。

　着付けは難しそうでしたが、着た

　南稜高等学校で行われた国際交流

会に参加してきました。

　参加者の出身地は日本、韓国、中

国、アメリカ、ドイツ。これほど多

様な国の人と一緒になったのは私が

日本に来て初めてのことでした。

　メニュー表に囲まれたアットホー

ムな本格韓国料理のお店です。

　芋麺やトッポギなど、韓国ならで

はの食材を使った3種の鍋料理が各

（中）2000円（大）3000円で戴けます。

　オーダーにより、辛さは調整が可

能です。韓国では、各家庭に伝わる

料理法があるのだそうですが、単純

な唐辛子の辛さとは違い、マイルド

な甘みのある辛さが特徴的でした。

　私も韓国人として参加し、新しい

人との出会いにわくわくしました。

　トマトと卵を使った中国の料理を

はじめ完成した料理が次々にテーブ

ルに載せられました。みんな自分の

料理を真剣に作りながらも他の国の

料理が気になる様子。

　ほかほかの料理を一口食べると、

「おいしい～！」という声が部屋中

に溢れました。外国料理は外で食べ

るのが簡単かも知れませんが、皆と

一緒に料理を作るのは、難しいけど

最高です。味もそうですが、その料

理に使う材料や特別な料理方法など

を知ってからは、ほかの国がもっと

身近に感じられたような気がします。

　人の距離を狭める料理の力。これ

からもこういう機会がたくさんあっ

て世界の人たちが親しくなれれば良

いと思いました。おいしかったで

す！ごちそうさま！！

（E.J）【6月12日取材】

　料理は全品、器を持参してのテイ

クアウトが可能です。

　食堂であるのと同時に、食品の販

売も行っています。辛ラーメンやキ

ムチの素、冷麺などが置いてありま

す。100ｇ150円の白菜キムチ、カ

クテキなどから、ひとくくりにキム

チといっても、たくさんの種類があ

りました。塩辛などは、日本のもの

とは一風変わった味が楽しめます。

　漬物は試食することができ、味が

気に入ってから購入することができ

るのも、良心的で嬉しい点です。

（M.I）　　　【7月10日取材】

【オーストラリア、7 月 27 日～ 8 月

5 日・中国、8 月 4 日～ 9 日】

強烈！！異文化体験 ＊オーストラリア・中国＊　〜海外交流派遣事業〜 お国自慢料理を楽しもう！！ 　～南稜高校交流会～

インドからようこそ！俳句好きの彼女は日本通 　～ワンナイトステイ受入体験記～

　今回我が家にお招きしたのは、二

人の娘さんを持つインド人女性の

ヴィサさんです。日本語を勉強して

いるうちに俳句が好きになり、私の

第一印象を『あけみさん、顔がお花の

ようだ心もね』と詠んでくれました。

　お昼は友人が手製の煮物をもって

訪れ、ベジタリアンの彼女はとても

美味しいと喜んでくれました。

　食後にはコンパルで私がやってい

るジュピターというバトン教室にお

連れし、バトン演技を見てもらいま

した。子供たちは初めて見るインド

人に様々な質問をしていました。

　夜はヴィサさんが持参した材料で

夕食を作ってくれました。お米と大

豆を炊き、数種類の香辛料をバター

で炒めたものを混ぜてつぶした料理

です。そこに日本のカレーをかけた

らアッと言う間にインドカリー！！

　その日は遅くまで子供達（社会人、

大学生、高校生）と日本語での会話

を楽しんでいました。

　翌日は観音寺に行き、日本のお寺

に大感動の様子でした。

　二日間でしたが、様々な世代とふ

れ合ってもらえたと思います。

（野田）【7 月 24 日～ 25 日】

戸田で味わう世界の味⑧　韓国家庭料理「ふるさと食事」

笑顔で浴衣の着付け体験　～国際交流サロン～

オーストラリア
生徒 15 名・引率 3 名

中　国
生徒 8 名・引率 3 名

バトン教室のメンバーと

戸田を世界に　世界を戸田に 戸田を世界に　世界を戸田に

息もピッタリ！「ロックソーラン節」を披露

笑顔でピザ作りに挑戦

愉快なゲームで締めくくりました

驚異的な落差！長城は“登る”を実感

とてもよく似合ってます

カンフー少年の指導で見事に実演

素敵な料理を前に皆ニッコリ

絶品の鍋料理 ! 安さも魅力

韓国食材も豊富です

キムチの種類の多さにビックリ !

日本の伝統を満喫

【スンドゥグセット800円】がおすすめ

豆腐、あさりベースの絶品料理！

場　所　戸田市下戸田2-11-5

電　話　048(441)6158

営業時間　10：30～ 23：30



　オーストラリアと中国、計 23 名

の生徒たちは若き親善大使として大

いに交流を楽しんでくれました。彼

ら全員からのコメントです。来年、

あなたはどちらに参加しますか ?

　古くからの文化と新しい文化をう

まく融合させていると感じました。
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戸田音頭を踊ってくれてとても嬉し

かったです。（山本大河）/初のホー

ムステイは緊張しましたが皆さんと

ても親切で楽しかったです。（山崎

康太）/競技場のようなグラウンド

や整った設備。日本には金明小中学

校のような恵まれた環境で学べる学

校はないと思いました。（細野修平）

　学校やホームステイ、全部楽し

かった！（佐野汐梨）/友達たくさ

んできた。challengeしてよかった。

（本橋澪）/ホストファミリーにオペ

ラハウスやビーチ等に連れていって

もらい、楽しい思い出になった。（水

村優香）/学校に行けたことと、ホー

ムステイが楽しかった。（白鳥葵）/

ホストスチューデントやその友達と

話したことや最終日にみんなと遊ん

だことが楽しかった！（長井麻莉子）

/ものすごく楽しかった☆一生の思

い出になりました。（田辺夕稀）/家

族の心遣いにぐっときた。（池上武

志）/ホストファミリーとは家族など

の話をして楽しかった。（古本航大）

後はとてもうれしそうに見せ合い、

あちらこちらで写真の撮影大会と

なっていました。

　色とりどりの浴衣に身を包んだ皆

さんのひまわりのように明るい笑顔

があふれた 1 日でした。（稲葉）

【7 月 10 日取材】

　会場の福祉青少年会館には 17 名

もの参加者が集まり、浴衣の着付け

体験がにぎやかに行われました。皆

さん着る前から浴衣に興味津々の様

子。似合う色の浴衣を選ぶところか

ら楽しそうです。

　着付けは難しそうでしたが、着た

　南稜高等学校で行われた国際交流

会に参加してきました。

　参加者の出身地は日本、韓国、中

国、アメリカ、ドイツ。これほど多

様な国の人と一緒になったのは私が

日本に来て初めてのことでした。

　メニュー表に囲まれたアットホー

ムな本格韓国料理のお店です。

　芋麺やトッポギなど、韓国ならで

はの食材を使った3種の鍋料理が各

（中）2000円（大）3000円で戴けます。

　オーダーにより、辛さは調整が可

能です。韓国では、各家庭に伝わる

料理法があるのだそうですが、単純

な唐辛子の辛さとは違い、マイルド

な甘みのある辛さが特徴的でした。

　私も韓国人として参加し、新しい

人との出会いにわくわくしました。

　トマトと卵を使った中国の料理を

はじめ完成した料理が次々にテーブ

ルに載せられました。みんな自分の

料理を真剣に作りながらも他の国の

料理が気になる様子。

　ほかほかの料理を一口食べると、

「おいしい～！」という声が部屋中

に溢れました。外国料理は外で食べ

るのが簡単かも知れませんが、皆と

一緒に料理を作るのは、難しいけど

最高です。味もそうですが、その料

理に使う材料や特別な料理方法など

を知ってからは、ほかの国がもっと

身近に感じられたような気がします。

　人の距離を狭める料理の力。これ

からもこういう機会がたくさんあっ

て世界の人たちが親しくなれれば良

いと思いました。おいしかったで

す！ごちそうさま！！

（E.J）【6月12日取材】

　料理は全品、器を持参してのテイ

クアウトが可能です。

　食堂であるのと同時に、食品の販

売も行っています。辛ラーメンやキ

ムチの素、冷麺などが置いてありま

す。100ｇ150円の白菜キムチ、カ

クテキなどから、ひとくくりにキム

チといっても、たくさんの種類があ

りました。塩辛などは、日本のもの

とは一風変わった味が楽しめます。

　漬物は試食することができ、味が

気に入ってから購入することができ

るのも、良心的で嬉しい点です。

（M.I）　　　【7月10日取材】

【オーストラリア、7 月 27 日～ 8 月

5 日・中国、8 月 4 日～ 9 日】

強烈！！異文化体験 ＊オーストラリア・中国＊　〜海外交流派遣事業〜 お国自慢料理を楽しもう！！ 　～南稜高校交流会～

インドからようこそ！俳句好きの彼女は日本通 　～ワンナイトステイ受入体験記～

　今回我が家にお招きしたのは、二

人の娘さんを持つインド人女性の

ヴィサさんです。日本語を勉強して

いるうちに俳句が好きになり、私の

第一印象を『あけみさん、顔がお花の

ようだ心もね』と詠んでくれました。

　お昼は友人が手製の煮物をもって

訪れ、ベジタリアンの彼女はとても

美味しいと喜んでくれました。

　食後にはコンパルで私がやってい

るジュピターというバトン教室にお

連れし、バトン演技を見てもらいま

した。子供たちは初めて見るインド

人に様々な質問をしていました。

　夜はヴィサさんが持参した材料で

夕食を作ってくれました。お米と大

豆を炊き、数種類の香辛料をバター

で炒めたものを混ぜてつぶした料理

です。そこに日本のカレーをかけた

らアッと言う間にインドカリー！！

　その日は遅くまで子供達（社会人、

大学生、高校生）と日本語での会話

を楽しんでいました。

　翌日は観音寺に行き、日本のお寺

に大感動の様子でした。

　二日間でしたが、様々な世代とふ

れ合ってもらえたと思います。

（野田）【7 月 24 日～ 25 日】

戸田で味わう世界の味⑧　韓国家庭料理「ふるさと食事」

笑顔で浴衣の着付け体験　～国際交流サロン～

オーストラリア
生徒 15 名・引率 3 名

中　国
生徒 8 名・引率 3 名

バトン教室のメンバーと

戸田を世界に　世界を戸田に 戸田を世界に　世界を戸田に

息もピッタリ！「ロックソーラン節」を披露

笑顔でピザ作りに挑戦

愉快なゲームで締めくくりました

驚異的な落差！長城は“登る”を実感

とてもよく似合ってます

カンフー少年の指導で見事に実演

素敵な料理を前に皆ニッコリ

絶品の鍋料理 ! 安さも魅力

韓国食材も豊富です

キムチの種類の多さにビックリ !

日本の伝統を満喫

【スンドゥブセット800円】がおすすめ

豆腐、あさりベースの絶品料理！

場　所　戸田市下戸田2-11-5

電　話　048(441)6158

営業時間　10：30～ 23：30

　　　　　火曜日定休



　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　協会までご連絡下さい。

4 12 月・「TiFA　No. 55」発行ボランティアさん大募集！　

国際交流サロン

外国人議会

傍聴のご案内

初心者のための

英会話講座

　市民と外国人の交流会です。

　10月23日（土）　日本の伝統料理

時　間　午後１時から

場　所　戸田市福祉青少年会館

国際交流パーティー

　素敵な音楽と楽しいゲームがいっ

ぱいです。みんな集まれ～！！

日　時　12月5日(日)

　　　　午後２時〜４時

場　所　上戸田福祉センター３階

対　象　市内在住・在勤者、外国人

費　用　200円

申込み　前日までに協会まで電話

　先日、私が参加しているボランティ

アサークルと埼玉県立大学の学生との

交流会があって、餃子を作って食べた

りビンゴゲームやフリートークなどを

して、一日思いっきり楽しんできまし

た。みんなで和気あいあいの雰囲気の

中で作った餃子は格別の美味しかった

です。それと学生の皆さんから色々な

話が聞けてとても楽しかったです。

　これは私の希望ですが、友好都市の

開封市（中国・河南省）の一般市民と

交流がしたいです。お酒を酌み交わし

たり、いろいろな話しをして楽しみた

いと思っています。（Ｍ.Ｙ）

広報ボランティアの募集

（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お問い合わせ

◇◆ ◆◇TiFA 後記TiFA 後記

日本語ボランティア募集

　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。希望者は、下記日程の日本語教

室見学会にご参加ください。

日　時　木曜教室：午後7時～ 9時

　　　　　10月21日、28日 

　　　　土曜教室：午前10時～正午

　　　　　10月16日、30日

場　所　教育センター 2階会議室等

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

日　時　10/23～ 12/11（全8回）

　　　　毎週土曜日　18:00～19:30

場　所　教育センター 2階会議室

講　師　ロバート・クレマーさん

対　象　協会会員、または市内在住・

在勤者　26名

費　用　会 員4,000円、非 会 員5,000

円（教材費含む）　申込時に

入会可

申込み　10月1日（金）から10月20日

（水）まで申込書（協会で配

布）に費用を添えて協会に

提出 

　　　　※申し込み順

戸田を世界に　世界を戸田に

私たちはこの美しい戸田市にやって来ました私たちはこの美しい戸田市にやって来ました

  し みん  がい こく じん   こう りゅう かい

   がつ  にち ど に ほん  でん とう りょう り

 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

 ざい と だ し こく さい こう りゅう きょう かい

  がい こく じん   す     まち

  し ない ざい じゅう がい こく じん  し せい  たい   い

 けん  よう ぼう とう  てい げん  き

 にち  じ   がつ  にち ど じ じ

 ば  しょ  と だ し やく しょ   かい  ぎ じょう

 てい  いん   にん   とう じつ せん ちゃく じゅん 

 がい こく じん ぎ かい

 ぼう ちょう   あん ない

　日中友好協会の中国語講座です。

期　間　９ 月16日〜平 成23年 ２ 月

　　　　17日、毎週木曜日、全20回

時　間　【昼】午後１時〜３時　

　　　　【夜】午後７時〜９時

場　所　①上戸田福祉センター

　　　　【昼】初級

　　　　②東部福祉センター

　　　　【夜】入門、初級

対　象　中学生以上

受講料　入会金3,000円、

　　一般30,000円、会員25,000円

問合せ　日中友好協会事務局

　　　　TEL090-5510-2787（齋藤）

　　　　FAX048-441-0170

※随時申込可、各5名以上開講

中国語講座

　外国人にも住みやすい街づくりを。

　市内在住外国人の市政に対する意

見、要望等の提言を聞いてみません

か。

日　時　10月30日（土）10時～ 12時

場　所　戸田市役所　7階　議場

定　員　50人　※当日先着順

  す てき  おん がく  たの

         あつ

 にち  じ   がつ  か にち

     ご ご  じ   じ

 ば  しょ  と だ し ふく し      かい

 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

 ひ  よう   えん

もうし こ   ぜん じつ    きょう かい   でん わ

 こく さい こう りゅう

HP http://www.operakissa2008.com/ mail operakissa@operakissa.jp

　　創作音楽劇　「月の懸け橋」　　

～小泉八雲が魅せられた日本の美しい民話を透きとおる音楽で表現します～

　　9月３０日（木）開演14：30と19：30の２回　１０月２日（土）19：00

　　一般　２５００円　/  中高生　２０００円　

学恵塾　　最高の授業を誰にも　非営利の学習塾　４科目合計の月謝上限は12000円

　　　　　ジュネーブ国際機関、国連で外交官を務めた講師が指導。
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