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ＮＰＯ法人宇都宮市国際交流協会 

                                     ２０１２．３．２１発行 

イ ベ ン ト 

「ファインフィールドフェスティバル２０１２」   

 文化会館を中心に出会う場を提供し、学びを通

じて触れ合うことの大切さを伝え、また、文化や

芸術の普及を目的に実施されます。 

 いろいろな催しものや体験があります。 

ぜひ外国のお友達をお誘いのうえ、みなさん遊

びにきてください。 

 

◆日 時：4月 14日（土）・15日（日） 

10:00～15:00 

◆会 場：宇都宮市文化会館 展示室ほか 

◆UCIAの出展内容： 

 体験しよう！ 

  折り紙・切り絵・ひも細工・繭玉細工など 

◆参加費：無料 ＊常時受付 

◆問合せ：NPO法人宇都宮市国際交流協会 

     （担当：日本文化委員会） 

☎028-616-1870 FAX028-616-1871 

     E-mail : ucia@ucia.or.jp 

 

 

 

「フェスタｍｙ宇都宮２０１２国際交流ひろば」  

今年のフェスタｍｙ宇都宮の国際交流ひろば

会場は、「宇都宮城址公園」で行います。 

世界各国の飲食物のほか、ダンス・民族楽器

演奏などさまざまなステージパフォーマンスが

楽しめます。 

みなさん一緒に、世界の仲間と手をつなぎま

しょう。 

◆日 時：5月 27日（日） 10:00～15:00 

◆会 場：宇都宮城址公園 

◆申込：NPO法人宇都宮市国際交流協会  

☎028-616-1870 FAX028-616-1871 

     E-mail : ucia@ucia.or.jp 

 

 

「外国人との工場見学会」 

外国人と巡る工場施設見学会を下記のとおり実 

施予定です。 

◆日時：6月 7日（木）  

宇都宮城址公園西側通り 8:30集合～16:30 

◆見学先：①クボタ宇都宮工場（AM） 

     ②オイシア㈱カルビーグループ（PM） 

◆参加費：1,000円（昼食、お茶、バス代） 

◆定員：28名（マイクロバス利用） 

◆申込：NPO法人宇都宮市国際交流協会 

（担当：地域交流委員会）  

    ☎028-616-1870 FAX028-616-1871 

     E-mail : ucia@ucia.or.jp 
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「ボランティアのための中級日本語教え方講座」 

受講者募集！ 

 平成 24年度「ボランティアのための中級日本

語教え方講座」の受講者を下記の通り募集しま

す。日本語の指導能力をもっとスキルアップし

たい方、ぜひご応募ください。 

◆日時：5月 12日～6月 30日 土曜日 

    10:00～12:00 全 8回 

  （5/12,19,26  6/2,9,16,23,30）  

◆場所：宇都宮市総合福祉センターほか 

◆講師：田中瑠美氏 

（帝京大学日本語教育課程 助教） 

◆内容：日本語指導の現場で実際に使える聴解

と会話の教え方を中心に、読解や作文

などの指導法について講義を行う。 

◆対象：日本語学習者への指導・支援の経験が

ある方。 

◆定員：先着 15人 

◆受講料：12,000円（会員 8,000円） 

    ＊教材費は別途 

◆申込：4月 6日（金）までに電話またはメー 

ル（住所・氏名・電話番号を明記）で 

NPO法人宇都宮市国際交流協会へ。 

（日本語委員会） 

☎028-616-1870 FAX028-616-1871 

     E-mail : ucia@ucia.or.jp 

 

 

 

 受講者募集  

「カフェサロン」 毎月第 4日曜日開催！！ 

Home Party “Cafe Salon” 

 外国の方と交流したい方などが自由に集まっ

て交流します。お友達を誘ってお気軽にご参加

ください。 

◆日  時：3月 25日（日）16：00～18：00 

          4月 22日（日）16：00～18：00 

Date/Time : March 25 (Sun) 16:00～18:00 

            April 22 (Sun) 16:00～18:00 

◆場  所：宇都宮市国際交流プラザ 

  Place : Utsunomiya International Plaza 

◆参加費：無料（但し、飲み物やお菓子を持ち寄りで！） 

  Fee : Free 

  Please bring some beverages and 

confectionery. 

◆問合せ：宇都宮市国際交流プラザ  

Contact : Utsunomiya International Plaza 

☎028-616-1563 

「POTLUCK PARTY」 

◆ 日時：4月 14日（土）18：00～20：00 

         5月 12日（土）18：00～20：00 

Date/Time: April 14 (Sat) 18:00～20:00 

           May 12 (Sat) 18:00～20:00 

◆場  所：東市民活動センター第 1会議室 

 Place : Higashi Shimin Katsudo Center  

◆参加費：300円＋食品一品 

 Fee : ￥300＋Something to snack on 

◆連絡先：NPO法人宇都宮市国際交流協会 

(Utsunomiya City International Association) 

☎028-616-1870（担当：地域交流委員会） 

or吉田勉 ☎028-635-9595(Tsutomu 

Yoshida)  

 

 

 

イベント 
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教室等 

「外国人のための日本語教室」   

 Ｈ２４年度の日程です。宇都宮に住んでいる外国人のための日本語教室の受講者を募集しています。 

 ボランティア講師として、各日本語教室でご活躍いただける方も募集します。 

 
講座名 

外国人のための日本語教室 

（国際交流プラザ教室） 

外国人のための日本語教室 

（国際交流プラザ教室） 

外国人のための日本語教室 

（総合福祉センター教室） 

開催日 

【毎週火曜日】※予約必要 

※休講日：5/1,7/3,8/14, 

10/9,12/25,1/1 

【毎週水曜日】 

※休講日：5/2,8/15,10/31,12/26 

          1/2,3/20        

【毎週木曜日】 

※休講日：5/3,6/28,8/16,9/27,11/22, 

           12/27,1/3,3/28 

時間 13:30～15:30 
10：00～12：00 

13：30～15：30 

18：00～20：00 

場所 国際交流プラザ懇話室 総合福祉センター9、10階 

受講料 1ヶ月 1,000円 

その他 上級コース 初級～中級コース 

 

講座名 
外国人のための日本語教室 

（国際交流プラザ教室） 

外国人のための日本語教室 

（北生涯学習センター教室） 

開催日 

【毎週土曜日】 

※ 休講日：5/5,6/30,8/11, 

9/22,10/13,11/3,12/29, 

1/5,3/30 

【毎週土曜日】 

※休講日： 5/5,6/30,8/18,9/22, 

  10/20,11/3,12/29,3/30 

時間 13：30～15：30 18：30～20：30 

場所 国際交流プラザ懇話室 北生涯学習センター 

受講料 1ヶ月 1,000円 

その他 初級～中級コース 

 

 

◆問合せ・申込： 

NPO法人宇都宮市国際交流協会

（担当：日本語委員会） 

☎028-616-1870 FAX028-616-1871  

E-mail : ucia@ucia.or.jp 

 

 

「にほんご広場」 

 読みたい！書きたい！話したい！そんなあなたの

「にほんご」を応援します！好きな時間を選んで、電

話で申し込んで来てください。 

◆日  時：毎週月曜日の午後、１時間ずつのクラス。 

    1：30～ 2：30～ 3：30～ 4：30～ 

 ※生徒さんがいない場合は休講となりますので、必ず 

前日までにご予約ください。 

 ※休講日：4/30,7/16,8/13,9/17,10/8,12/24,31,1/14,2/11 

◆場  所：宇都宮市国際交流プラザ懇話室 

◆受講料：１時間 150円 

◆問合せ・申込：NPO法人宇都宮市国際交流協会 

 ☎028-616-1870 FAX028-616-1871 E-mail : ucia@ucia.or.jp 

「ボランティア通訳のための月例英語研修会」 
参加者募集！！ 

 スピーチ通訳などのトレーニングを通して、ボ

ランティア通訳のスキル向上をめざします。 

24年度の参加者を募集します。（見学歓迎です） 

◆日時：毎月第 3土曜日 13：30～15：30 

◆場所：宇都宮市まちづくりセンター まちぴあ 

（旧東生涯学習センター、市体育館南側） 

◆参加費：5,000円程度（通年） 

◆レベル：英検準一級又は TOEIC730点以上 

◆申込：NPO法人宇都宮市国際交流協会 

（担当：外国語委員会） 

 ※電話番号とメールアドレスをお伝え下さい。 

     ☎028-616-1870 FAX028-616-1871 

     E-mail : ucia@ucia.or.jp 
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「外国人のための医療福祉相談会」 

こんな悩みを抱えている方、ご相談ください。 

 ○体調が悪いけど、医療費の支払が心配で病

院にかかれない・・・ 

 ○病院にかかりたいけど、言葉がわからない

ので不安・・・ 

 ○知人の外国人が困っている様子だが、相談

相手がわからない・・・ 

                  など。 

看護師・医療ソーシャルワーカー・介護の相

談員がご相談に応じます。※健診はできません

が、健康面のアドバイスはできます。 

 

◆日時：3月 24日（土）9:00～12:00 

◆場所：とちぎ国際交流センター2F 

多目的ホール（宇都宮市本町 9-14） 

◆対象：主に栃木県在住の外国人、その家族お

よび関係者 

◆対応言語：ポルトガル語・スペイン語・中国

語（事前連絡により他言語も相談可能

ですので、お問い合わせください） 

◆問合せ＆申込：栃木県国際交流協会 

（火～土 9:00～16:00  

TEL：０２８－６２７－３３９９）  

＊ 相談内容の秘密は厳守します。 

＊ 健康保険証の有無・在留資格の有無は問いま

せん。 

＊ 当日の直接来所でも可能ですが、なるべく事

前の申し込みをお願い致します。 

◆主催：栃木県済生会（宇都宮病院・高齢者ケ

アセンター）、（公財）栃木県国際交流

協会 

「外国人総合相談」 

日常生活の中で、困っていることはありませ

んか？ 各言語でみなさんの相談に応じていま

す。 ひとりで悩まず、相談してください。 

知り合いの外国人が困っている様子でした

ら、ご案内ください。 

 

①宇都宮市国際交流プラザ 

◆開設日時： 15：00～18：00 

◆対応言語：【月曜日】ポルトガル語、スペイン語 

      【火曜日】中国語  

【水曜日】タイ語 

       【金曜日】英語 

       【第 4日曜日】 ポルトガル語、スペ

イン語、中国語、タ

イ語、英語 

※ 第 4日曜日は予約が必要です。 

 

②宇都宮市役所 （第 2木曜日が祝休日の場合

は第 3木曜日に） 

◆開設日時：木曜日 9：00～12：00 

◆対応言語：ポルトガル語、スペイン語、中国語 

（中国語は第 2木曜日のみ） 

◆開設日時：木曜日 14：00～17：00 

◆対応言語：ポルトガル語、スペイン語、タイ語、 

英語（タイ語、英語は第 2木曜日のみ） 

 

「行政書士無料相談」（要予約） 

③宇都宮市国際交流プラザ 

◆開設日時：毎月第 3月曜日 15：00～17：00 

（第 3月曜日が祝休日の場合は第 4月曜日に） 

◆相談内容：在留資格（VISA）、国籍・帰化など 

 

①②③の問合せ：宇都宮市国際交流プラザ 

     ☎028-616-1564 

 

関係団体情報 

発行 NPO 法人宇都宮市国際交流協会 

   〒320-0026  宇都宮市馬場通り４－１－１ 

              うつのみや表参道スクエア 5階 

   TEL : 028-616-1870  FAX : 028-616-1871 

      E-mail : ucia@ucia.or.jp URL : http://www.ucia.or.jp/ 

       

 

 

インフォメーション 
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