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ＮＰＯ法人宇都宮市国際交流協会 

                                     ２０１４．５．２１発行 

募集 

「ホストファミリーを募集します」 

UCIA では、宇都宮市の姉妹都市からの訪問団を

受け入れていただけるホストファミリーを募集し

ます。 

◆条件：食事の提供及び車での送迎が可能な UCIA

会員。 

◆経費：ホームステイに係る費用（食事等）につ

いては、ホストファミリーにご負担いただ

きます。 

◆申込：6 月 30 日までに、宇都宮市国際交流協会 

へお申し込みください。 

028-616-1870 028-616-1871 

 ucia@ucia.or.jp  

 

①ニュージーランド・オークランド市からの高校生訪問団 

 ◆受入期間：10 月 6 日（月）～8 日（水） 

 ◆人数：高校生 15 名、引率 2 名 

 

②フランス・オルレアン市からの高校生訪問団 

 ◆受入期間：10 月 12 日（日）～22 日（水） 

 ◆人数：高校生 20 名、引率 2 名 

 

募集 

「フランス文化セミナー」 

フランス文化セミナーを 7 月より 5 回シリ

ーズで開講する予定です。 

“フランス語には憧れと興味があるけど自

分には難しいだろうなぁ”とためらっている

人、そんな方はぜひフランス文化・習慣から

学んでみませんか？フランス人講師が日本語

でフランスについて分かりやすく教えます。 

 

※募集は 6月から始まります。日時、料金等

詳しくは、「広報うつのみや 6月号」や UCIA

ホームページをご覧いただき、お申し込み

ください。 

※宇都宮市民の多くの方にフランス語に親

しんでいただきたいため、過去に UCIAの

フランス語を受講いただいた方は、当文

化セミナーにご応募いただけません。 

◆問合せ： 宇都宮市国際交流協会 

（担当：外国語委員会）  

028-616-1870 028-616-1871 

 ucia@ucia.or.jp  
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募集 お知らせ 

「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。 

H26 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：宇都宮市東生涯学習センター 

◆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：宇都宮市国際交流協会 

（担当：外国語委員会） 

※名前、電話番号（携帯も）、メールアドレスを

お伝えください。 

028-616-1870  028-616-1871  

 ucia@ucia.or.jp 

 

 

平成２６年度通常総会 

UCIA の平成 26 年度通常総会を下記の日

程で開催いたします。 

総会では事業計画や定款改正など重要な議

題があり、特に各事業委員会から事業の報告

もありますので、日頃から活動いただいてい

る会員の方々は勿論のこと、 

“活動したいけどどんな活動ができるのか

よく分からないなぁ” 

“知り合いの会員さんもいないから参加し

づらいなぁ” 

などと感じている方は、ぜひこの総会にご

出席いただき、今後の活動に繋げて下されば

と思います。 

◆日程 

 ・平成 26 年 6 月 15 日（日） 

   12：30～12：50 中国・二胡演奏会 

   13：00～     通常総会 

 ・会場：うつのみや表参道スクエア 6 階 

多目的ホール 

◆申込締切：6 月 14 日（土） 

◆問合せ： 宇都宮市国際交流協会  

028-616-1870 028-616-1871 

 ucia@ucia.or.jp  

総会時期に合わせて「国際交流活動報告

パネル展」開催します 

UCIA の活動や登録団体の活動をパネル展

示で紹介します。 

◆日程：6 月 11 日（水）～6 月 18 日（水） 

◆会場：うつのみや表参道スクエア 5 階 

    交流スペース 

◆問合せ： 宇都宮市国際交流協会  

028-616-1870 028-616-1871 

 ucia@ucia.or.jp  

「日本文化委員会開催のお知らせ」 

 平成 26 年度「日本文化委員会」を下記の通

り開催いたします。26 年度の日本文化委員会の

活動内容について、協議したいと思います。 

 日本文化に興味のある方、日本文化委員とし

て活動してみたい方、ぜひご参加ください。 

 

◆日時：平成 26 年 6 月 16 日（月）18：00  

◆場所：宇都宮市国際交流プラザ懇話室 

   （うつのみや表参道スクエア 5 階） 

◆問合せ：宇都宮市国際交流協会 

（担当：日本文化委員会） 

028-616-1870  028-616-1871  

 ucia@ucia.or.jp 
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にほんごのべんきょう 

「外国人のための日本語教室」   

 Ｈ２６年度の日程です。宇都宮市内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 

（南生涯学習センター教室） 

外国人のための日本語教室 

（国際交流プラザ教室） 

開催日 

 

【火曜日】※予約必要 

＊休み：7/1、8/12、9/23、 

12/23、30、3/31 

 

【火曜日】  

＊休み：8/12、9/23、12/23、 

12/30、3/31 

 

【水曜日】 

＊休み：7/30、8/13、10/29、12/24、

31、1/7、2/11 

時間 13：30～15：30 18：30～20：30 
①10：00～12：00 

②13：30～15：30 

場所 国際交流プラザ懇話室 南生涯学習センター 国際交流プラザ懇話室 

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 

（総合福祉センター教室） 

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 

（北生涯学習センター教室） 

 

開催日 

【木曜日】 

＊休み：5/29、7/3、8/14、10/30、

1/1、29、3/26 

【土曜日】 

＊休み：8/16、10/18、11/29、12/27、

1/3、3/21 

【土曜日】 

＊休み：8/16、9/27、12/27、1/3、

3/21 

時間 18：00～20：00 13：30～15：30 18：30～20：30 

場所 総合福祉センター9 階 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 

◆日本語教室に関するお問い合わせ 

    宇都宮市国際交流協会（担当：日本語委員会） 

028-616-1870 028-616-1871   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。 

    13：30～ 14：30～ 15：30～ 16：30～ 

 ※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。 

※休み：7/21、8/18、9/15、22、10/13、11/3、24、

12/22、29、1/12、3/30 

◆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：宇都宮市国際交流協会 

028-616-1870 028-616-1871  ucia@ucia.or.jp 

 

「外国人のための日本語教室」 
姿川地区市民センター教室 

 
◆日時：火曜日 10：00～12：00 

※休み：8/12、9/23、12/23、30、3/31 

◆場所：姿川地区市民センター 

    （西川田町 805-1） 

◆費用：1 ヶ月 1,000 円 

◆レベル：初級～中級 

◆申込：宇都宮市国際交流協会 

（担当：日本語委員会） 

028-616-1870  028-616-1871  

 ucia@ucia.or.jp  

 

この地区に住む外国人の友人の方に

ぜひご紹介ください 
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 「国際交流サロン」 毎月第 4日曜日 

“International Exchange 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：5 月 25 日（日）16:00～18:00 

          6 月 22 日（日）16:00～18:00 

Date/Time : May 25 (Sun) 16:00～18:00 

June 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 

  Fee : Free 

◆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：6 月 14 日（土）18:00～20:00 

        7 月 12 日（土） 18:00～20:00 

Date/Time: June 14 (Sat) 18:00～20:00 

            July 12 (Sat) 18:00～20:00 

◆場所：東市民活動センター会議室 

 Place : Higashi Shimin Katsudo Center  

◆参加費：300 円＋食品一品 

 Fee : ￥300＋Something to snack on 

◆連絡先：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)  

 

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/ 

       

イベント イベント 

「ふるさと宮まつり 

宮っこよさこいを踊りましょう」 

UCIA は、今年も宇都宮の夏まつり「ふるさと

宮まつり」のフィナーレ「よさこい鳴子おどり」

に参加します。踊りの練習を次のように行います

ので、ご参加ください。 

 

「よさこい」練習日程 

◆日時：7 月 6 日（日）13：00～17：00 

    7 月 19 日（土）18：00～21：00 

    7 月 21 日（月・祝）13：00～17：00 

    7 月 26 日（土）18：00～21：00 

    7 月 27 日（日）13：00～17：00 

    8 月 2 日（土）18：00～21：00 

◆場所：市総合福祉センター4 階「視聴覚室」 

 

※「ふるさと宮まつり」は、8 月 2 日（土）・3 日

（日）に開催されます。 

「よさこい」は 3 日（日）の夕方、JR 宇都宮

駅前の大通りで踊ります。 

◆問合せ：宇都宮市国際交流協会 

（担当：地域交流委員会） 

028-616-1870  028-616-1871  

 ucia@ucia.or.jp  

 


