
　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 ９月・「TiFA　No. 54」発行８月・ふるさと祭り参加 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

　今回わが家では、ロシアからクリ

コーヴァ・ユーリヤさんをお迎えし

ました。彼女はロシアの大学と高校

で日本語を教えており、私たちとの

会話もとてもスムーズでした。

　対面当日は、市立図書館と郷土博

物館を案内しました。ロシアでは、

図書館は子どもや学生が利用する所

で、大人が利用することはないそう

です。戸田の図書館では多くの大人

が勉強をし、本を読んでいる姿を見

てとてもびっくりしていました。コ

ピーサービスの存在も驚きだったよ

うで、日本の船に関する本を何枚も

コピーしていました。

　博物館では『日本の暮らし』の展

示をもとに、日本の今と昔を紹介で

きたことがとても良かったです。

　翌日は、家族と共にデパートで買

い物を楽しみ、昼食に食べた天丼に

「オイシー！」と感激していました。

　上野公園で早咲き桜を楽しんだ

後、アメ横を散策しました。

　たったの二日間でしたが、会話も

弾み、充実した楽しい時間を過ごす

ことができました。また会えること

を楽しみにしています。

　ユーリア、ありがとう！！

（長谷川）【2月27日～ 28日滞在】

※４面に関連記事あり

くつろいでもらっています

１泊２日のホームステイ受け入れ【ワンナイトステイ】は、外国人日本語教師の日本語

研修の一環として行われている事業です。みなさんも受入家庭として、言葉の心配のい

らない国際交流を始めてみませんか？心が通じ合える出会いが待っています。

【平成22年度ワンナイトステイ予定】

★中国大学日本語教師研修

　10/16（土）～ 17（日）

★海外日本語教師長期研修

　10/30（土）～ 31（日）

12/30（木）～１/２（日）※３泊４日

になります

★中国中等学校日本語教師研修

　２/12（土）～ 13（日）　　　　

★南アジア若手日本語教師研修

　２/19（土）～ 20（日）　　　　

★海外日本語教師短期研修（冬期）

　２/26（土）～ 27（日）

ご希望のワンナイトステイ実施の２

ヶ月前までに協会へご連絡下さい。

木曜日
（午後７時〜８時30分）

土曜日
（午前10時〜11時30分）

   ① ９ 月25日

 ① 9月30日 ② 10月 ２ 日

 ② 10月 ７ 日 ③ 10月 ９ 日

 ③ 10月14日 ④ 10月16日

 ④ 10月21日 ⑤ 10月23日

 ⑤ 10月28日 ⑥ 10月30日

 ⑥ 11月 ４ 日 ⑦ 11月 ６ 日

 ⑦ 11月11日 ⑧ 11月13日

 ⑧ 11月18日 ⑨ 11月20日

 ⑨ 11月25日 ⑩ 11月27日

 ⑩ 12月 ２ 日 

～ワンナイトステイ受入体験記～
長谷川  千春さん

国際交流サロン

ワンナイトステイ

受入家庭大募集

　市民と外国人の交流会です。

　７月10日（土）　浴衣の着付け　　

　９月11日（土）　おしゃべりサロン

時　間　午後１時から

場　所　戸田市福祉青少年会館

　戸田に移り住んで2年。近くに知人

を作りたいとボランティア活動に挑戦

しようと思ったところで、このTiFAに

出会いました。戸田市は全体の人口に

対して、外国籍の方の割合が多いとい

うことも、ここに来てから初めて知り

ました。よく「グローバル社会」とい

う言葉を聞きますが、異なる文化が自

分の身近にあると思うと、好奇心をそ

そられるものです。先日は、このTiFA

を通じて出会った韓国籍の女性に、私

の名前の自己紹介の仕方を韓国語でど

う言うのか教えてもらいました。これ

からの活動が実に楽しみです。(藤平)

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

＊外国人の皆さん、一緒に日本語

を勉強しませんか＊

期　間　９月25日〜12月２日

場　所　教育センター２階会議室等

※費用無料

2010年度　第2期

日本語教室　開講予定

お問い合わせ

◇◆ ◆◇TiFA 後記TiFA 後記

ハイライトオペラ　　傑作オペラを美味しいとこ取り！まさに画期的なイベントです。
『魔笛』６月２０日（日）　『椿姫』７月４日（日）　『愛の妙薬』７月２５日（日）　
音楽劇　丹後乙姫伝説　７月１９日（祝）　他にオリジナルコンサート３回　
１４時開演　入場料（お茶菓子付き）各回２千円・５回券８千円（高校生以下半額）

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。　　

　「ホームステイ受入のノウハウを

学ぶ」ワークショップ。ホームステ

イ受け入れ経験者達が疑問にお答え

します。

　一面記事及び左記ワンナイトステ

イ受入家庭記事に興味を持たれた方

はぜひご参加下さい。

と　き　９月５日（日）午後２時～４時

ところ　教育センター２階会議室

対　象　市内在住・在勤者　20名

申込み　９月１日（水）までに協会へ

　　　　電話申込

　　　　※費用無料

　外国人日本語教師を一泊二日で受

け入れるホームステイ【ワンナイト

ステイ】をしてみませんか？

　受入のために必要な条件は、滞在す

る外国人用に一部屋用意できること。

　受入日程は１面の平成22年度ワ

ンナイトステイ予定をご覧下さい。

　受入外国人と過ごす日程、集合場

所は下記の通り。

日　程　受 入1日 目(土)　午 前10時

20分　対面、以後2日目(日)

の帰館まで自由行動

集合場所　日本語国際センター

　　　　さいたま市浦和区北浦和

5-6-36

申込み　ご希望の受入日の 2 ヶ月

前まで。協会へご連絡下さ

い。

リバプール市創設200周年

記念市民訪問団

　1810年に創設されたリバプール

市の200周年を記念した各種イベン

トに参加する特別企画です！

期　間　11月４日（木）～９日（火）

行き先　オーストラリア・リバプー

ル市、シドニー

対　象　18歳以上の市民および協

会会員（申込時入会可）

　詳しくは広報戸田市８月１日号を

ご覧下さい

国際ボランティア研修会

http://www.operakissa2008.com/

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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　日本語教室は、市内に在住在勤す

る外国人の日本語学習を支援する協

会事業で、日本語ボランティアたち

のたゆまぬ努力によって支えられて

います。

　毎年、年度の締めくくりの3月に

学習者と日本語ボランティア、相互

　日本語教室学習者のシーシキナ・

オリガさん（ロシア出身）が所属す

るロシア人サークル「マトリョーシ

カ」が出演する【アートフルゆめま

つり】に行ってきました。新しい文

化を楽しもうとする祭りで、大宮区

役所を中心として町のあちこちで行

われました。

　出店でロシア料理を食べたり記念

品を見たりしました。私は、開ける

とちょっと小さい人形が繰り返し出

てくるマトリョーシカ人形が特に気

に入りました。 

　時間になり、舞台にロシア民族衣

装を着たチーム・マトリョーシカが

現れました。派手なスカーフを巻い

た彼女らは、軽快な音楽に合わせて

ダンスを踊り始めました。息もピッ

タリで完璧でした。そして踊ってい

るみんなが幸せな顔をしていて、私

もとても幸せな気分になりました。 

　今回のイベントを通じて、ロシア

文化に興味を持つようになりまし

た。ロシアという国は、まるでマト

リョーシカのように開いても開いて

も新しいものが待っていると思いま

す。次は何が出るでしょう、楽しみ

にしています！　　　　     　（E.J）

【3月28日　大宮区役所前広場】

 1 中国 2089 46.8

 ２ 韓国 1024 23.0

 3 フィリピン 508 11.4

 4 ブラジル 127 2.9

 5 パキスタン 82 1.8

 6 朝鮮 72 1.6 

 7 タイ 61 1.4

 8 インドネシア 45 1.0

 9 バングラデシュ 44 1.0

 10 ベトナム 42 0.9

  その他 365 8.2

  合計 4459 100.0 

戸田市在住外国人国籍別登録者数
 国　　籍 人

ネパール 37

ペルー 34

米国 33

スリランカ 22

イラン 20

カナダ 15

ロシア連邦 15

インド 14

ミャンマー連邦 14

オーストラリア 13

ニュージーランド 13

英国 12

モンゴル 10

トルコ 9

マレーシア 9

ドイツ 7

アルゼンチン 6

オーストリア 5

コロンビア 5

ナイジェリア 5

マリ 5

ルーマニア 5

ガーナ 4

シンガポール 4

スウェーデン 4

セネガル 4

フランス 4

ボリビア 4

 国　　籍 人

ギニア 3

エジプト 2

スペイン 2

メキシコ 2

アイルランド 1

アフガニスタン 1

ウズベキスタン 1

エチオピア 1

エルサルバドル 1

オランダ 1

ガンビア 1

ギリシャ 1

クロアチア 1

ケニア 1

ジャマイカ 1

ドミニカ共和国 1

ノルウェー 1

バハマ 1

ハンガリー 1

フィンランド 1

ブルガリア 1

ポルトガル 1

南アフリカ 1

モーリタニア 1

モロッコ 1

リビア 1

無国籍 2

その他の内訳▲

2 協会事務局　戸田市立教育センター３階　 3TEL 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。　

 順位 国　　籍 人数(人) 割合(％)

の感謝の気持ちと慰労の意を込めて

盛大なパーティーが行われます。今

回も総勢76名が集結した会場は、

笑顔と歓声に包まれました。

　学習者によるお国自慢料理（7カ

国）が所狭しと並べられ、芸達者な

皆さんの演奏に酔いしれました。参

加者全員による『戸田音頭』では和

太鼓も加わり、あらためて【歌、踊り、

リズム】は世界共通のパフォーマン

スだということを認識しました。

　こんな楽しみが待っている日本語

教室。一人でも多くの人に味わって

もらいたい、と心底思いました。

　『教えることは教わること』を合

言葉に、皆さんもこの機会にぜひ！

（mine）

【3月14日、上戸田福祉センター】

　MIFA国際交流フェスティバルの

取材に行ってきました。目黒区国際

交流協会の主催するイベントです。

　まず会場に入ると約20カ国のお

土産物や、料理の販売があります。

私はサモサとヨーグルトドリンク、

焼きビーフンなどを食べました。

ポーランドのバブーシカというお人

形もとてもかわいく思わず買ってし

まいました。ほかにも民族舞踊や国

際理解のコーナーがあり、一日いて

も全部体験できないほどです。

　地域に密着したイベントでたくさ

んのお客さんで賑わっていました。

ボランティアの人数も多く、意識の

高さも感じられ、とても良い刺激に

なりました。　　　　　　　（RIKA）

【2月21日　めぐろパーシモンホー

ル】

　会場には参加者 9 名と観覧者 63

名が集い、塚本メーガンさん（第一

回優勝者）の司会のもと日本語ス

ピーチコンテストが行われました。

　発表者は、食べ物や人を育てる大

切さと自分の願望に向かっての努

力、それといじめられた時の気持ち

の入れ替えや最近話題になっている

ことなど、それぞれ学んできた日本

語で真剣に語っていました。観覧者

との意見交換会では、旧正月（春節）

について「家族と一緒に過ごせなく

て寂しい」「自分の国の料理を思いっ

きり食べた」など、和やかな雰囲気

の中で話してくれました。

　審査の結果、会場審査員賞に北村

文強さん（中国）の「私の将来につ

いて」、敢闘賞に馬俊涛さん（中国）

の「時間に勝つ」、最優秀賞には李

洋洋さん（中国）の「想像による心

の掃除」が選ばれました。審査委員

長は「皆さんの一生懸命学んできた

日本語が聞けて、とても感動しまし

た。」と発表者の健闘を称えていま

した。

　大会終了後は、発表者と観覧者の

皆さんがお茶を飲みながらおしゃべ

りをしたり、心行くまで交流を楽し

んでいました。　　　　　　(M.Y)

　戸田市は英語特区（国際理解教育

推進特区）の認定を受け、7 年以上

前から小学校英語活動に力を注いで

います。今回「小学校で習う英語」を、

現在戸田市内の小学校 ALT（外国語

指導助手）のエステル・ナイトウ先生

に模擬授業していただきました。

　授業では、英語のゲームや歌に夢

中になっているうちに、知らず知ら

ず英語になじんでいきます。先生の

アイディアと素敵なイラストが満載

のゲームに、子どもだけでなく大人も

楽しく自然に英語に触れられます。

　また昨年に続き参加してくれたお

子さんもいて、英語を楽しむことの

広がりが感じられる嬉しい一日とな

りました。（Ｙ．Ｎ）

【2月 13 日　教育センター 2階】

　小春日和の２月、国際交流・如月

茶会には市民と外国人（中国、韓国、

ロシア）計81名が一堂に会し、お茶

を満喫しながら、和やかなムードの

中で楽しいひと時を過ごしました。

　お茶は人と人との絆を結び、友情

の架け橋の役割を果たしています。

　来年の国際交流茶会にはあなたも

ぜひご参加ください。　　　　（楊）

【2 月 20 日、戸田文化会館 2 階展示

室・　不言亭】

戸田に来てよかった！ 〜日本語教室パーティー〜

遊べて学べておいしい！ 

〜目黒区国際交流フェスティバル〜
歌と踊りの祭典　〜アートフルゆめまつり〜

市内在住外国人 4,459 人に

私の気持ちを聞いて下さい
〜第４回外国人による日本語スピーチコンテスト〜

英語で遊びましょう！ 

〜国際ボランティア研修会〜

国際交流如月茶会

戸田を世界に　世界を戸田に 戸田を世界に　世界を戸田に

輪になって季節外れの盆踊り

歌に踊りに大満足

みんなで作る料理は格別

民族衣装も艶やかに！かなり練習を積んだそうです　画面中央がオリガさん

緊張がほぐれリラックスした様子です

満場一致の最優秀賞！

おとなも夢中になります

奥が深い茶道に挑戦
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  合計 4459 100.0 

戸田市在住外国人国籍別登録者数
 国　　籍 人

ネパール 37

ペルー 34

米国 33

スリランカ 22

イラン 20

カナダ 15

ロシア連邦 15

インド 14

ミャンマー連邦 14

オーストラリア 13

ニュージーランド 13

英国 12

モンゴル 10

トルコ 9

マレーシア 9

ドイツ 7

アルゼンチン 6

オーストリア 5

コロンビア 5

ナイジェリア 5

マリ 5

ルーマニア 5

ガーナ 4

シンガポール 4

スウェーデン 4

セネガル 4

フランス 4

ボリビア 4

 国　　籍 人

ギニア 3

エジプト 2

スペイン 2

メキシコ 2

アイルランド 1

アフガニスタン 1

ウズベキスタン 1

エチオピア 1

エルサルバドル 1

オランダ 1

ガンビア 1

ギリシャ 1

クロアチア 1

ケニア 1

ジャマイカ 1

ドミニカ共和国 1

ノルウェー 1

バハマ 1

ハンガリー 1

フィンランド 1

ブルガリア 1

ポルトガル 1

南アフリカ 1

モーリタニア 1

モロッコ 1

リビア 1

無国籍 2

その他の内訳▲

2 協会事務局　戸田市立教育センター３階　 3TEL 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。　

 順位 国　　籍 人数(人) 割合(％)

の感謝の気持ちと慰労の意を込めて

盛大なパーティーが行われます。今

回も総勢76名が集結した会場は、

笑顔と歓声に包まれました。

　学習者によるお国自慢料理（7カ

国）が所狭しと並べられ、芸達者な

皆さんの演奏に酔いしれました。参

加者全員による『戸田音頭』では和

太鼓も加わり、あらためて【歌、踊り、

リズム】は世界共通のパフォーマン

スだということを認識しました。

　こんな楽しみが待っている日本語

教室。一人でも多くの人に味わって

もらいたい、と心底思いました。

　『教えることは教わること』を合

言葉に、皆さんもこの機会にぜひ！

（mine）

【3月14日、上戸田福祉センター】

　MIFA国際交流フェスティバルの

取材に行ってきました。目黒区国際

交流協会の主催するイベントです。

　まず会場に入ると約20カ国のお

土産物や、料理の販売があります。

私はサモサとヨーグルトドリンク、

焼きビーフンなどを食べました。

ポーランドのバブーシカというお人

形もとてもかわいく思わず買ってし

まいました。ほかにも民族舞踊や国

際理解のコーナーがあり、一日いて

も全部体験できないほどです。

　地域に密着したイベントでたくさ

んのお客さんで賑わっていました。

ボランティアの人数も多く、意識の

高さも感じられ、とても良い刺激に

なりました。　　　　　　　（RIKA）

【2月21日　めぐろパーシモンホー

ル】

　会場には参加者 9 名と観覧者 63

名が集い、塚本メーガンさん（第一

回優勝者）の司会のもと日本語ス

ピーチコンテストが行われました。

　発表者は、食べ物や人を育てる大

切さと自分の願望に向かっての努

力、それといじめられた時の気持ち

の入れ替えや最近話題になっている

ことなど、それぞれ学んできた日本

語で真剣に語っていました。観覧者

との意見交換会では、旧正月（春節）

について「家族と一緒に過ごせなく

て寂しい」「自分の国の料理を思いっ

きり食べた」など、和やかな雰囲気

の中で話してくれました。

　審査の結果、会場審査員賞に北村

文強さん（中国）の「私の将来につ

いて」、敢闘賞に馬俊涛さん（中国）

の「時間に勝つ」、最優秀賞には李

洋洋さん（中国）の「想像による心

の掃除」が選ばれました。審査委員

長は「皆さんの一生懸命学んできた

日本語が聞けて、とても感動しまし

た。」と発表者の健闘を称えていま

した。

　大会終了後は、発表者と観覧者の

皆さんがお茶を飲みながらおしゃべ

りをしたり、心行くまで交流を楽し

んでいました。　　　　　　(M.Y)

　戸田市は英語特区（国際理解教育

推進特区）の認定を受け、7 年以上

前から小学校英語活動に力を注いで

います。今回「小学校で習う英語」を、

現在戸田市内の小学校 ALT（外国語

指導助手）のエステル・ナイトウ先生

に模擬授業していただきました。

　授業では、英語のゲームや歌に夢

中になっているうちに、知らず知ら

ず英語になじんでいきます。先生の

アイディアと素敵なイラストが満載

のゲームに、子どもだけでなく大人も

楽しく自然に英語に触れられます。

　また昨年に続き参加してくれたお

子さんもいて、英語を楽しむことの

広がりが感じられる嬉しい一日とな

りました。（Ｙ．Ｎ）

【2月 13 日　教育センター 2階】

　小春日和の２月、国際交流・如月

茶会には市民と外国人（中国、韓国、

ロシア）計81名が一堂に会し、お茶

を満喫しながら、和やかなムードの

中で楽しいひと時を過ごしました。

　お茶は人と人との絆を結び、友情

の架け橋の役割を果たしています。

　来年の国際交流茶会にはあなたも

ぜひご参加ください。　　　　（楊）

【2 月 20 日、戸田文化会館 2 階展示

室・　不言亭】

戸田に来てよかった！ 〜日本語教室パーティー〜

遊べて学べておいしい！ 

〜目黒区国際交流フェスティバル〜
歌と踊りの祭典　〜アートフルゆめまつり〜

市内在住外国人 4,459 人に

私の気持ちを聞いて下さい
〜第４回外国人による日本語スピーチコンテスト〜

英語で遊びましょう！ 

〜国際ボランティア研修会〜

国際交流如月茶会

戸田を世界に　世界を戸田に 戸田を世界に　世界を戸田に

輪になって季節外れの盆踊り

歌に踊りに大満足

みんなで作る料理は格別

民族衣装も艶やかに！かなり練習を積んだそうです　画面中央がオリガさん

緊張がほぐれリラックスした様子です

満場一致の最優秀賞！

おとなも夢中になります

奥が深い茶道に挑戦



　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 ９月・「TiFA　No. 54」発行８月・ふるさと祭り参加 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

　今回わが家では、ロシアからクリ

コーヴァ・ユーリヤさんをお迎えし

ました。彼女はロシアの大学と高校

で日本語を教えており、私たちとの

会話もとてもスムーズでした。

　対面当日は、市立図書館と郷土博

物館を案内しました。ロシアでは、

図書館は子どもや学生が利用する所

で、大人が利用することはないそう

です。戸田の図書館では多くの大人

が勉強をし、本を読んでいる姿を見

てとてもびっくりしていました。コ

ピーサービスの存在も驚きだったよ

うで、日本の船に関する本を何枚も

コピーしていました。

　博物館では『日本の暮らし』の展

示をもとに、日本の今と昔を紹介で

きたことがとても良かったです。

　翌日は、家族と共にデパートで買

い物を楽しみ、昼食に食べた天丼に

「オイシー！」と感激していました。

　上野公園で早咲き桜を楽しんだ

後、アメ横を散策しました。

　たったの二日間でしたが、会話も

弾み、充実した楽しい時間を過ごす

ことができました。また会えること

を楽しみにしています。

　ユーリア、ありがとう！！

（長谷川）【2月27日～ 28日滞在】

※４面に関連記事あり

くつろいでもらっています

１泊２日のホームステイ受け入れ【ワンナイトステイ】は、外国人日本語教師の日本語

研修の一環として行われている事業です。みなさんも受入家庭として、言葉の心配のい

らない国際交流を始めてみませんか？心が通じ合える出会いが待っています。

【平成22年度ワンナイトステイ予定】

★中国大学日本語教師研修

　10/16（土）～ 17（日）

★海外日本語教師長期研修

　10/30（土）～ 31（日）

12/30（木）～１/２（日）※３泊４日

になります

★中国中等学校日本語教師研修

　２/12（土）～ 13（日）　　　　

★南アジア若手日本語教師研修

　２/19（土）～ 20（日）　　　　

★海外日本語教師短期研修（冬期）

　２/26（土）～ 27（日）

ご希望のワンナイトステイ実施の２

ヶ月前までに協会へご連絡下さい。

木曜日
（午後７時〜８時30分）

土曜日
（午前10時〜11時30分）

   ① ９ 月25日

 ① 9月30日 ② 10月 ２ 日

 ② 10月 ７ 日 ③ 10月 ９ 日

 ③ 10月14日 ④ 10月16日

 ④ 10月21日 ⑤ 10月23日

 ⑤ 10月28日 ⑥ 10月30日

 ⑥ 11月 ４ 日 ⑦ 11月 ６ 日

 ⑦ 11月11日 ⑧ 11月13日

 ⑧ 11月18日 ⑨ 11月20日

 ⑨ 11月25日 ⑩ 11月27日

 ⑩ 12月 ２ 日 

～ワンナイトステイ受入体験記～
長谷川  千春さん

国際交流サロン

ワンナイトステイ

受入家庭大募集

　市民と外国人の交流会です。

　７月10日（土）　浴衣の着付け　　

　９月11日（土）　おしゃべりサロン

時　間　午後１時から

場　所　戸田市福祉青少年会館

　戸田に移り住んで2年。近くに知人

を作りたいとボランティア活動に挑戦

しようと思ったところで、このTiFAに

出会いました。戸田市は全体の人口に

対して、外国籍の方の割合が多いとい

うことも、ここに来てから初めて知り

ました。よく「グローバル社会」とい

う言葉を聞きますが、異なる文化が自

分の身近にあると思うと、好奇心をそ

そられるものです。先日は、このTiFA

を通じて出会った韓国籍の女性に、私

の名前の自己紹介の仕方を韓国語でど

う言うのか教えてもらいました。これ

からの活動が実に楽しみです。(藤平)

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

＊外国人の皆さん、一緒に日本語

を勉強しませんか＊

期　間　９月25日〜12月２日

場　所　教育センター２階会議室等

※費用無料

2010年度　第2期

日本語教室　開講予定

お問い合わせ

◇◆ ◆◇TiFA 後記TiFA 後記

ハイライトオペラ　　傑作オペラを美味しいとこ取り！まさに画期的なイベントです。
『魔笛』６月２０日（日）　『椿姫』７月４日（日）　『愛の妙薬』７月２５日（日）　
音楽劇　丹後乙姫伝説　７月１９日（祝）　他にオリジナルコンサート３回　
１４時開演　入場料（お茶菓子付き）各回２千円・５回券８千円（高校生以下半額）

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。　　

　「ホームステイ受入のノウハウを

学ぶ」ワークショップ。ホームステ

イ受け入れ経験者達が疑問にお答え

します。

　一面記事及び左記ワンナイトステ

イ受入家庭記事に興味を持たれた方

はぜひご参加下さい。

と　き　９月５日（日）午後２時～４時

ところ　教育センター２階会議室

対　象　市内在住・在勤者　20名

申込み　９月１日（水）までに協会へ

　　　　電話申込

　　　　※費用無料

　外国人日本語教師を一泊二日で受

け入れるホームステイ【ワンナイト

ステイ】をしてみませんか？

　受入のために必要な条件は、滞在す

る外国人用に一部屋用意できること。

　受入日程は１面の平成22年度ワ

ンナイトステイ予定をご覧下さい。

　受入外国人と過ごす日程、集合場

所は下記の通り。

日　程　受 入1日 目(土)　午 前10時

20分　対面、以後2日目(日)

の帰館まで自由行動

集合場所　日本語国際センター

　　　　さいたま市浦和区北浦和

5-6-36

申込み　ご希望の受入日の 2 ヶ月

前まで。協会へご連絡下さ

い。

リバプール市創設200周年

記念市民訪問団

　1810年に創設されたリバプール

市の200周年を記念した各種イベン

トに参加する特別企画です！

期　間　11月４日（木）～９日（火）

行き先　オーストラリア・リバプー

ル市、シドニー

対　象　18歳以上の市民および協

会会員（申込時入会可）

　詳しくは広報戸田市８月１日号を

ご覧下さい

国際ボランティア研修会

http://www.operakissa2008.com/

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

June 2010　会報  TiFA　No. 53

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.jpTODA INTERNATIONAL FRIENDSHIP ASSOCIATION
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