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かね

お金は、かかりません。

〈韓国語 ・ 한국어〉

법률에 관계하는 전문적인 상담에 변호사가
응하겠습니다 .

３회

14：00 ～ /15：00 ～ /16：00 ～
※같은 상담은 1 회에 한함

２ 장소

국제교류협회 회의실 ※ 뒷면에 지도가 있습니다 .

３ 대상

도다시에 살고 있는 외국인

４ 신청

예약해 주세요 .

日本語デビューは日本語教室から

1.Thời gian: Thứ 4 thứ hai hàng tháng
1 ngày 3 lần
14：00 ～ /15：00 ～ /16：00 ～
Thời gian tư vấn 60 phút/1 lần
※ Cùng một nội dung tư vấn giống nhau chỉ được tư vấn
tối đa 1 lần
2.Địa điểm: Phòng họp hôị giao lưu quốc tế
※ Bản đồ bên dưới
3.Đối tượng: Người nước ngoài sống tại thành phố Toda
※ Người Nhật là vợ/chồng của người nước ngoài cũng
được
4.Đăng ký: Hẹn trước 12 giờ trưa 1 ngày trước buổi tư vấn

비용은 무료입니다 .

상담시간 60 분

전날 12:00 까지 전화나 창구에 연락해 주세요

TIFAの日本語教室では、戸田市在住、在勤の外国人を
対象に日本語の勉強をしながら国際交流に努めていま
す。活動は１年を３期に分け、土曜日の午前10時から11
時半まで、木曜日の午後7時から8時半までで、各期それ
ぞれ10回の教室を開催しています。
学習者を日本語のレベル別にグループ分けをし、ボラ
ンティアが数名入り、課題や内容を自ら決め準備をして
学習を進めています。
もちろんボランティアが学習者に教えるだけでなく、
反対に教えられることも多く、我々日本人もいかに日本
語をよく知らないことに気付かされます。
日本語教室に通う動機は、「仕事のためのスキルアッ
プ」、「他に日本語を話す場がない」、「国際交流が大事
だと思うから」など、様々です。特に、来日して間もない
外国人は、ここに来ると同じ思いの仲間がいるので、交
流の場となり、情報交換をしたり出かけたりしているよ
うです。
また、教室だけでなく、学習者の家族も参加できるバス
研修旅行や交流パーティーもあり大変好評です。外国人
の皆さん、この教室に来れば戸田市を満喫することがで
きますよ。
（yuki）

Vui lòng liên lạc bằng điện thoại hoặc trực tiếp tại quầy.

秋の催し物

お
こうざい

イベント名

ワールドクッキング

場所：福祉保健センター
調理実習室

外国語講座

場所：さくらパル 2 階
会議室

多文化交流ひろば
場所：さくらパル
多目的室

とき

内

容

対象・定員

ネパール料理（3品）
市内在住・在勤者
10月27日㈰
講師：アシッシュ・ダカールさん
及び協会会員
10:00〜14:00 申込：10/1〜10/24まで
25人
費用を添えて協会へ
10/9〜11/27
（全8回）
毎週水曜日
19：00〜20:30

No.90

11月13日

Bạn có đang gặp khó khăn, vướng mắc về thủ tục visa, tư
cách lưu trú, kết hôn, ly hôn, công việc lao động không?
Luật sư chuyên môn sẽ tư vấn cho bạn mọi vấn đề liên quan
đến pháp luật. HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

・ 노동문제등으로 곤란한 점은 없으십니까 ?

１일

会報 TiFA

TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

출입국관리국 ・ 재류자격、 결혼 ・ 이혼、 일

제２ 수요일

September 2019

し かい

〈ベトナム語 ・ tiếng Việt〉

외국인 주민을 위한 법률상담

매달

さいたま べん ご

協 力：埼玉弁護士会

2019年予定

む りょう

法律に関係する専門的な相談に、弁護士が応えます。無料です。

１ 일시

きょうりょく

世 界を戸 田に

英語をリズムで体感！
講師：Daniel Croninさん
9/26日までに費用を
添えて協会へ

11月16日㈯
音楽で国際交流をしよう
！
13：00～15：00

費

用

会員1,000円
一般1,500円

市内在住・在勤者
及び協会会員
26人

会員4,000円
一般5,000円

どなたでも

無料

ブルーライオン イングリッシュ
English for all children
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上は90代、下は

し こ く さ い こ う り ゅ う きょうかい

（公財）戸田市国際交流協会（TIFA）
火～日曜 8：45～17：30
TEL 048-434-5690
FAX 048-441-0170
▼メール
tifa@msc.biglobe.ne.jp
▼ホームページ
http://www.toda-tifa.jp/
▼フェイスブック
https://www.facebook.com/toda.tifa

20代のボランティア
が活動中

！

ちは

に
こん

Hello

◇◆編集後記◆◇

नमस्कार

手にした TiFA がご縁となって広
報情報委員会に参加、不思議な魅力

Xin Ch '
ao

你好

を感じて賛助会員になりました。初
めて見学したのは、日本語教室。習
熟度に合わせたグループ分け、そし
てボランティアの方々による戸田市
暮らしにすぐに役に立つ実用的な
レッスンに超感動。これはたくさん
・未就園児〜中学生まで外国人講師と楽しくレッスン♪英検・Jr.英検も当校で受験可能
・2歳児からの「プリスクールクラス（母子分離）」1ヵ月間お試しコース受付中
・「大人の初級英会話と初級ビジネス英会話」開講中！

☆ 無料体験のお申込、お問合わせは ☆
戸田市上戸田3-26-21

日本語教室 2 期開講予定

0120-025-815

常葉ビル1F
（上戸田郵便局並び）

9/21 ～ 11/30
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の方に知ってもらわなければもった

jour

Bon

私は
ネパールから来ました。
他10カ国の学習者が
参加しています。

いない！他にもきっとある国際交流
協会の素敵な魅力をこれからどんど
ん取材・広報いたします！よろしく
お願いいたします。 （雪だるま

秋のイベント・講座の参加者を募集中

）

TiFA はティファと読みます。
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TODA INTERNATIONAL FRIENDSHIP ASSOCIATION の略称

令和元年度 戸田市中高生海外派遣事業の報告

リバプール市へ1５名・開封市へ1０名の団員が参加しました
戸田市中学生海外体験派遣事業

【オーストラリア・リバプール市、シドニ―

7月22日～29日】

オージーの動物達

リバプール市の自然

多国籍国家の食卓

空港に到着しバスに乗った私達は、
眺める景色一つ一つに驚きを感じなが
ら動物園に向かいました。動物園での
一番の楽しみはコアラです。コアラは
有名でありながら日本であまり飼育さ
れておらず、見たことがない団員が多く
いました。初めて見るコアラは思ってい
たよりも大きく、おとなしかったです。動
物園からの帰り道、ガイドさんからオー
ストラリアの車にはカンガルーとぶつ
かった時のためにガードが付いている
という話を聞きました。生活圏にもカン
ガルーが現れることに驚き、オーストラ
リアはたくさんの動物が暮らしている
のだと感じました。
（開智日本橋学園 稲村 羽菜）

現地研修で訪れたリバプール市は、
とても自然が豊かな場所でした。
表敬訪
問の後に行ったホストファミリーの家の
庭には、レモンやオリーブ、ジャスミンな
どの様々な植物が植えられていました。
家の中にも、たくさんの観葉植物の鉢
植えが置いてあり、リバプール市では自
然が豊かなだけでなく、その自然を愛す
る心も豊かなのだなと感じました。家の
周りにも草や木が多く生えており、木々
の間を野鳥が飛び交う光景はまさに、
自然の姿そのもののように見えました。
日本ではあまり見ることのできない大
自然と、人々の優しい心に触れることが
でき、
とても充実した研修でした。
（戸田中学校 松岡 陽翔）

オーストラリアの代表的な食事とい
うと、イギリスと同じようにフィッシュ
＆チップス位しか思い浮かばないもの
ですが、今回の訪問では意外なオース
トラリアの人々の食生活を垣間見るこ
とができました。ホームステイ先ではホ
ストファザーがイタリア料理やパッタ
イを料理してくれました。市街地では少
し外を歩けばチャイナタウンで中華料
理はもちろん日本食でさえ楽しめます。
私は、正直オーストラリアの食事には
大して期待していなかったのですが、日
本に帰ってきて、家でまた食事をとると、
あの多国籍国家ならではのバラエティ豊
かな食卓も賑やかで興味深いものです。
（雙葉中学校 松永 和佳奈）

ワンナイトステイ受入体験記

♪１泊2日のホームステイ受け入れ♪

TIFA は、国際交流基金日本語国際センターと埼玉県に協力して、自国で日本語教師をしている
外国人研修生のホームステイを受け入れています。
（受入登録家庭募集中！）
（野田さん一家）
今回、
我が家にお迎えした
のは、インドネシア出身のレ
ニ・マルリアニさんです。
レニ
さんは、とても親しみやすく、
お会いしてすぐに打ち解ける
ことができました。来日は二
度目で、日本語も大変上手で
した。1日目の夕食には、お
好み焼きを一緒に作り、とて
も喜んで食べてくれました。
▲日本語国際センターの歓送会
他にも、初めて食べる刺身
や漬物にも箸をのばしてくれました。
チャレンジ精神が旺盛なレニ
さんです。2日目は、研修センターの課題になっていた日本のマン
ホールについて、一緒にフィールドワークをしました。
インドネシア
には日本のマンホールのようなものが無いそうで、戸田市及び近
隣市のマンホールを車で探し回り、写真に収めました。
一緒に探し
ながら、様々なデザインのカラーマンホールがたくさんあることに
驚きました。2日間という短いホームステイでしたが、今回も思い
出に残るとても充実した時間を過ごすことができました。

（中村さん一家）
今回、我が家で
は、タイからの研修
生を受け入れまし
た。3年 前 から 始
めたホームステイ
のボランティアも
今回で7人目。色々
なことを学んだり、 ▲モンスィチャーさん（後列中央）と一緒に
経験したりしています。
受入当日の朝、北浦和の日本語国際センターへ家族全員でお
迎えに行き、研修生と初対面。
私はドキドキ、息子たちはモジモジ
しながら挨拶しました。お昼はラーメンを食べてから自宅へ。埼玉
郷土かるたやトランプをやって楽しい時間を過ごしました。
2日目は、参院選の投票日だったので、一緒に投票所へ行き、日
本の投票の様子も見てもらい、逆に、タイの選挙の様子を聞く良
い機会となりました。
今回、研修生が来る前に、息子と一緒にその国の場所・面積・
人口などを調べたり、
言語や宗教、
有名な料理を勉強したりするこ
とで、
交流がさらに有意義なものとなりました。

国際交流サロン

市民交流委員会

戸田市青少年代表団海外交流派遣事業
【中国・開封市とその周辺都市

印象に残ったこと

日本と中国の多様な交流を進めよう

中国はモノ、コト、す
べてのスケールが大き
かったです。
世界最大の木造
建築群、紫禁 城は圧
巻の広さで部 屋 数は
9,999室と半 間 あ る
▲延々と続く万里の長城
と言われます（天宮が
10,000室あり、地上の紫禁城は半間だけへりくだったと言う
俗説があります）
また、開封市にある鉄塔は、レンガ造りで高さ50m以上です
が、仏様がすべてのレンガに彫られている細かさがありました。
一万里（約6000km）の万里の長城は永遠に続いているか
の長さで、黄河は向こう岸が何とか見えるほどの川幅でした。
最高速度430km/hのリニアモーターカーは怖いくらいの
速さで、滑るように走りました。
こんなスケールの大きい中国を目の当たりにして、とても衝
撃を受けました。また、ホストファミリーや開封市の人たち、ガ
イドさんたちの温かさがとても印象的でした。
（戸田中学校 平松 健太郎）
日本語ボランテイア養成講座

9月7日

教育センター

7月23日～28日】

「 外 国人にイン
タビューせよ」夏
休 みの 宿題です。
ホストファミリー
は、40代 の 医 師
と教師の奥様と中
２の男子で、話を
聞きました。
「中国は儒教国
家で、礼儀を大事
▲ホストファミリーの王さんに
にし、民族、文化、
インタビュー中
地形、気候も多様
です。長い歴史があり今では治安も安定し、若者は自由と西
洋諸国や近隣アジア諸国の文化を享受しています。私は医師
の職業にやり甲斐を感じています。その根幹をなすのは、少年
時代の無私で人に尽くす標語「雷锋同志に学ぼう」です。日
本は経済、科学が発達し、自分自身を律することのできる親
しい隣人であり、ますます文化交流を盛んにする必要がある」
という、一生ものの言葉をいただきました。
（早稲田中学校 田村 隆平）
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「入管法の改正に伴う技能実習生について」

日本語ボランテイア養成講座

9 月 12 日

さくらパル

3

「地域の日本語支援について」

