
〒450-0001
名古屋市中村区那古野1-47-1 名古屋国際センタービル

・「名古屋」駅より徒歩7分
・地下鉄桜通線「国際センター」駅2番出口から直結

〒455-0015  
名古屋市港区港栄2-2-29

国際留学生会館　
INTERNATIONAL STUDENT CENTER

交通アクセス 交通アクセス

・地下鉄名港線「港区役所」駅下車 徒歩 5分

日本の生活のための情報を提供し、各種相談を受けつけています。
（*）印の相談は予約が必要です。

ホール、会議室、研修室、和室、展示室など、
計14の貸し施設があります(有料)。
様々な用途にご利用いただけます。

世界を身近に考え、自分ができることから始めてみませんか。

どなたでも自由に入場・閲覧できます。本・DVDの貸し出し無料※。

◎多言語対応
　※(英語・ポルトガル語・スペイン語・中国語・韓国語・フィリピノ語・
　   ベトナム語・ネパール語)　
◎インターネットコーナー(有料)
◎海外の新聞・雑誌コーナー

・生活情報　　　　　
・観光情報
・行政相談　　　　　
・法律相談（*）
・海外児童生徒教育相談（*）
・こころの相談（*）

・『NIC地球市民教室』 外国人
 講師が学校や団体に出向いて
 母国紹介をします。
・『世界寺子屋運動』 書き損じ
 はがきを集めて、世界の識字
 教育に役立てています。
・大人と子どもを対象とした日本語教室を開催してい
 ます。
・通訳・翻訳などの登録ボランティア制度があります。

・市民のための外国語・
 外国文化紹介講座
・日本文化紹介講座  
                       など

・月刊情報誌「ナゴヤ・カレンダー」
  (英語・ポルトガル語・中国語)※1
・子どもニック・ニュース(夏号・冬号)
・メールマガジン
  (日本語・英語・ポルトガル語・中国語)※2

※1  「ナゴヤ・カレンダー」のポルトガル語版は5月号から、中国語版は6月号
       からウェブサイト上で公開します。
※2  メールマガジンのポルトガル語版は5月号から、中国語版は6月号から
       配信します。

※言語によって対応時間が異なります。

※貸し出しは名古屋近郊在住の方に限ります。

広報情報課

国際留学生会館（港区）

交流協力課

・4,000冊の世界の絵本、8,000冊の洋書
・多様な文化背景の人たちとの地域づくり（多文化共生）の本
・日本紹介・各国紹介・
  国際理解図書コーナー
・日本語学習教材
・外国語で楽しむ絵本の会
  (第2・第4日曜日午後)
・クイズラリー
  (夏休み・冬休み期間)

多言語で発信しています！

県内の大学等で学ぶ外国人留学生のための入居施設である
「国際留学生会館」を運営しています。

名古屋国際センター（NIC）ではこんなことをしています！ 名古屋国際センター（NIC）ではこんなことをしています！ 

ニック・ニュースの他
にも…本やDVDを探すなら

…

知りたい、調べたい、

相談したいときは…

集会やイベントに使
える

場所を探すなら…
充実した留学生活を

サポートします！

グローバル市民にな
ろう！

◎交流スペース（8月オープン予定）

他にもさまざまな取り組みをしています。

ニック

表紙の写真：（左）福よせ雛（福よせ雛プロジェクト・中部国際空港展示）
　　　　　  （右）名古屋港全景〈中部国際空港から〉（写真提供：名古屋港管理組合）
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●NIC PAGE
NICのイベント情報
●名古屋市在住外国人人口
●国際留学生会館から
留学生による座禅体験

●NICレポート
日本語ボランティアシンポジウム2017

●ぶらりライブラリー
あなたの１ 票

●NICあれこれ探検隊
　NIC で活躍する多様なボランティアさん

●グローバルに活躍する若者たち
NIC Global Youth Award を開催しました

●NIC 平成30年度事業「ここに注目！」
●姉妹友好都市の広場
南京市の魅力

世界とつながる名古屋の玄関
～空港・港のおもてなし～
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http://www.nic-nagoya.or.jp/

名古屋国際センターへは、地下鉄桜通線
「国際センター」駅下車が便利です。

●情報サービスコーナー、ライブラリー●
火～日曜日9:00～19:00（月曜休館）

●貸し施設●
月～日曜日9:00～21:00（予約受付は9:00～17:30）

各種お問い合わせは、
3階情報カウンターまでどうぞ。

情報満載

（052）581-0100

特集

4・5
2018

No.385

☎052-581-0100
9:00～19:00 
月曜休館

☎052-581-0102
9:00～19:00 
月曜休館

3F

3F

3～5F、ホール
☎052-581-5679
受付：9:00～17:30（4F）
空き状況の案内：9:00～21:00

情報カウンター

貸し施設

国際交流・国際協力・多文化共生

留学生支援・市民との交流

広報・出版ライブラリー

☎052-581-5691

☎052-581-0100

☎052-654-3511



日本語ボランティア研修 2018
～開かれた地域社会をめざして～

第1回　�お話を聞く会「日本語教室をのぞいてみると－見えるもの、
気づくこと－」

講師：�金田智子氏（学習院大学）
　講師が作成した『研修用マンガ教材　日本語教室をのぞいてみる
と』を用いて、会場の皆さんと日本語の授業や教室活動について意見
を交換し、日々の活動を振り返ります。
●日時：4月14日（土）13:30～15:00
●場所：名古屋国際センター�5階�第1会議室

第2回　�お話を聞く会「技能実習生の日本語教育－日本語ボラン
ティアにできること－」

講師：平井辰也氏（EPA看護師介護福祉士ネットワーク代表）
　技能実習生の日本語教育を調査してきた講師が、調査で得た情報
をお伝えするとともに、今後のボランティア教室における技能実習
生の日本語教育について、会場の皆さんと考えます。
●日時：5月12日（土）13:30～15:00
●場所：名古屋国際センター�3階�第2研修室

第1回、第2回とも
●対象：�日本語ボランティア関係者およびその活動に興味のある方
●参加費：各500円（TNN会員は無料）
●定員：各回先着50名（申込不要）
問�交流協力課　☎052-581-5689　✉vol@nic-nagoya.or.jp

国際留学生会館
「留学生による外国語・外国文化紹介講座」

　国際留学生会館在住の留学生が講師を務める「英語初級会話※」と
「フランス語初級会話」及び各国（講師出身国・地域）の文化紹介講座。
講座を通じて留学生との交流を図ります。
（※講師は英語ネイティブとは限りません。）
●日時：�①�5月14日～6月18日（毎週月曜日）�全6回�18:30～19:45�

講師の出身国紹介とフランス語初級会話
②�5月16日～6月20日（毎週水曜日）�全6回�18:30～19:45�
講師の出身国紹介と英語初級会話（すべて英語で進行）

●場所：国際留学生会館5階�研修室（港区港栄2-2-29）
●対象：高校生以上　　●参加費：各講座3,000円（全6回通し）�
●定員：各回先着40名程度
●申込期間：4月11日（水）～5月7日（月）（必着）
●申込方法：�封書（82円切手貼付の返信用封筒同封、希望講座、住所・

氏名・電話番号を明記した紙を同封）またはウェブサイ
トから

●受講料支払：5月10日（木）までに銀行振込または持参
申込・問�国際留学生会館　〒455-0015�港区港栄2-2-29
　　　�☎052-654-3511
　　　�URL�http://www.nic-nagoya.or.jp/

これから海外留学を考える方へ 体験談・奨学金情報説明会
　海外留学奨学金制度の説明と、留学経験者による座談会を行いま
す。職員や経験者に質問もできます。独立行政法人日本学生支援機構
（JASSO）との共催。
●日時：5月19日（土）14:00～16:30
●場所：名古屋国際センター�5階�第1会議室
●対象：海外留学に関心のある方　　●参加費：無料　　
●定員：先着80名

ちを対象とした日本語教室を開催します。
●期間：5月20日（日）～7月22日（日）の毎週日曜日（全10回）
●対象：�日本語を母語としない6歳から15歳までの子ども（2003年

4月2日～2012年4月1日に生まれた子ども）
●定員：60名（定員を超えた場合は選考）
●受講料：1,000円（全10回）　　
●場所：名古屋国際センター�3階�第1・2研修室、5階和室
●申込方法：�5月13日（日）9:45～10:15　名古屋国際センター4階�

第3展示室で受付後、順次面接（保護者または引率の方
の同席が必要）�

問�交流協力課　�☎052-581-5689　✉vol@nic-nagoya.or.jp

外国語で楽しむ絵本の会
　外国人ボランティアによる外国語の絵本の読み聞かせを開催しま
す。外国の絵本ならではのイラストや色使いを見るだけでも楽しめ
ます。
●日時：4月��8日（日）14:00～14:30（英語）
　　　�4月22日（日）14:00～14:30（英語・スペイン語）
　　　�5月13日（日）14:00～14:30（英語）
　　　�5月27日（日）14:00～14:30（英語ほか）
●場所：名古屋国際センター�3階�ライブラリー
●参加費：無料　　●申込：不要
問�広報情報課　�☎052-581-0100　✉info@nic-nagoya.or.jp

●申込：�日本学生支援機構ウェブサイト専用フォームにて1か月前
より受付
URL�http://ryugaku.jasso.go.jp/

問�広報情報課　☎052-581-0100

外国人児童・生徒サポーター養成研修【入門編】
　外国人児童生徒のサポートに関わって間もない方、関心のある方
を対象に、外国人児童生徒の現状や課題への理解、関わり方を考える
研修会を開催します。
●日時：6月10日（日）、24日（日）、7月8日（日）�
　　　�13:30～16:30　全3回
●場所：名古屋国際センター�5階�第1会議室
●対象：�外国人児童生徒のサポートに関わって間もない方、関心のあ

る方
●定員：40人（選考）
●参加費：一般1,500円　学生1,000円（全3回）
●申込期間：5月11日（火）10:00～26日（日）17:00必着
●申込方法：�メール、電話、ウェブサイトおよび来館にて。電話と来館

の受付は9:00～17:00（月曜休館）。
申込・問�交流協力課　☎052-581-5689
����������✉seminar-vol@nic-nagoya.or.jp
��������　URL�http://www.nic-nagoya.or.jp/

「NIC 地球市民教室」外国人講師募集
　「NIC地球市民教室」は、外国人講師が小中学校や地域の団体に出
向き、様々なテーマに沿って母国を紹介する国際理解教育事業です。
この教室で活躍していただける外国人講師を募集します。1回につ
き、名古屋市内の講演は6,000円、市外の講演は8,000円の講師料を
依頼者よりお支払いします（税金・交通費込み）。詳しくは募集要項を
ご確認ください。
●主な条件
　①日本語で講演ができること。（書類選考があります。）�
　②�事前の面接と研修�（4/21（土）�面接：13:00～、研修：14:00～
16:30実施）に参加できること。

●申込方法：所定の申込書を郵送または持参
●申込締切：4月14日（土）17:00必着
●募集要項・申込書の入手方法：�電話またはメールでお問い合わせく

ださい。当センターのウェブサイト
からダウンロード可。

申込・問�交流協力課　☎052-581-5691　
　　 ✉koryu@nic-nagoya.or.jp
　　　��URL�http://www.nic-nagoya.or.jp/

NIC 日本語教室 （5 ～ 7 月コース）
①NIC日本語の会
●期間：5月20日（日）～7月29日（日）の毎週日曜日（全11回）
●対象：外国人（小・中学生は不可。名古屋市在住の方優先）
●定員：各コース15名～20名（定員を超える場合は抽選）
●受講料：�2,500円（11回分。別にテキスト代500円～1,000円）
●場所：名古屋国際センター
●申込方法：5月13日（日）11:00～11:30　名古屋国際センター5

階�第1会議室で受付後、順次面接。受講料の支払いは
12:15から。

②NIC子ども日本語教室
　日常生活や学校で必要な日本語の学習支援を必要とする子どもた

NIC 国際交流ウォーキング
　外国人参加者と日本人参加者が交流しながら、名古屋の歴史や文
化の足跡を巡ります。NIC�Walking�Guidesボランティアが同行し
ます。
●日時：5月26日（土）10:00～13:00（9:45集合）
●集合場所：地下鉄桜通線「車道」駅�改札口
●コース：�車道駅～建中寺～三菱UFJ銀行貨幣資料館～徳川園
●定員：外国人20名　日本人10名（先着）
●参加費：100円（保険料）、徳川園入場料300円
●申込方法：�電話、メールまたは直接来館にて（先着順・月曜休館）
●必要事項：氏名、国籍、連絡先電話番号
●申込期間：4月28日（土）10:00～定員に達するまで
申込・問�広報情報課　☎052-581-0100
　　　　　　����������✉nicwalking@nic-nagoya.or.jp

NIC 本のリサイクルバザー
　NICライブラリーで不用になった図書、古くなった雑誌や世界の
教科書の有効活用と、市民の国際理解の促進を目的としてリサイク
ルバザーを行います。バザーの収益の一部を発展途上国の識字教育
に役立てるため、「世界寺子屋運動名古屋実行委員会」に寄付します。
●日時：6月3日（日）13:00～15:00
●場所：名古屋国際センター�5階�第1会議室
●参加費：無料　　●予約：不要
問�広報情報課　�☎052-581-0100　✉info@nic-nagoya.or.jp

● 講演・セミナーなど ●

● イベントなど ●

名古屋市在住外国人人口（国・地域別）
上位８か国（平成30年2月1日現在）

国・地域 人　数

１位 中 国 22,858

２位 韓国・ 朝鮮 16,794

３位 フィリピン 9,155

４位 ベ ト ナ ム 7,382

５位 ネ パ ー ル 4,974

６位 ブ ラ ジ ル 4,098

７位 ア メ リ カ 1,744

８位 台 湾 1,094

名古屋市在住外国人総人口 78,752

名古屋市総人口 2,315,928

● 外国人を対象とした事業 ●

　NICの活動を支援していただくために、サポーター（賛助会員）を募集しています。
　みなさまのご協力をお待ちしています。学生・個人の方は今が入会のチャンスです！

※会員期間：学生・個人（平成31年3月迄）、団体（入会月から1年間）

団体賛助会員　1月・2月更新団体

年会費���学生1,500円　個人5,000円　団体50,000円

●サポーター（賛助会員）になると…
●NIC主催の講演会や交流会へのご優待をいたします。
●隔月刊広報誌「ニック・ニュース」をお送りします。
●月刊外国語情報誌「ナゴヤ・カレンダー」（希望者のみ）をお送りします。
●入会記念品
●来館にてお申込みいただいた方には、世界寺子屋運動フェアトレード製品の「ペンケース」または
「カードケース」を差し上げます。
問�総務課　☎052-581-5674

㈱ケイミックス、㈱シーテック、多治見市役所、㈱トーエネック、豊田通商㈱、
㈻中部大学、中部日本放送㈱、中北薬品㈱、名古屋港管理組合、（一社）名古屋市医師会、
日本ガイシ㈱、富士ゼロックス愛知㈱、リンナイ㈱　　　　　　　　　　　　　　　（50音順）

災害語学ボランティア・語学ボランティア募集
登録方法

　下記のいずれかの登録説明会へご参加くだ
さい。
5/13（日）、7/6（金）、9/16（日）、11/2（金）
時間はすべて15:00～16:00

●申込方法：前日の17:00までに、電話または
メールにてお申込みください。
●登録説明会にご持参いただくもの　　　
登録申込用紙（NICのウェブサイトからダウ
ンロード可、記入し顔写真を貼ったもの）、筆
記用具

問�交流協力課　ボランティア募集担当
　☎052-581-5689（火～日�9:00～17:00）
� ✉vol@nic-nagoya.or.jp

災害語学ボランティア
（活動内容）
　地震等の大規模な災害時に、情報を得
ることが困難な外国人を支援するため、
区役所や避難所での通訳・翻訳、情報収
集・提供等の活動を行います。
　平常時は、外国人を対象とした防災啓
発活動・訓練等での通訳を行います。

（活動頻度）
　NICからの依頼により随時。

（登録条件）
　防災に関心が高い方で、日本語と日本
語以外の言語が日常会話程度以上できる
満20歳以上の方。

語学ボランティア
（活動内容）
　在住外国人が言葉のサポートを必要と
する場面での通訳・翻訳。保育園、行政窓
口等の公的機関での通訳、手紙・簡単な資
料類（公文書は除く）の翻訳を行います。
（活動頻度）
　NICからの依頼により随時。
（登録条件）
英語:英検準1級程度またはTOEIC750
点相当以上で、以下の条件を満たす方。
・平日の活動が可能
・災害語学ボランティアに登録できる
その他の言語：日本語と日本語以外の言語
を高度に使える方。

名古屋国際センターサポーター募集中！

日時、内容などを変更する場合がありますので、予約不要のイベントでも、念のため事前にお問い合わせください。
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　NIC の事業は、市民のボランティア活動によって支えられています。現在のボランティア登録数は延べ 1,125 人（平成 29 年 12 月末時点）で、幅広
い人材が活躍しています。今回は“年”をテーマにボランティアさんをピックアップしてご紹介します。

　上
う え ち

地十
そ

八
や

子
こ

さんは、NICが開設された2年後の1986年に、留学生
寮へパンフレットなどを届ける「情報ボランティア」として活動を
開始しました。「ひらがなしんぶん」には創刊以来、携わっています。

昨年11月26日、国際留学生会館(以下「ISC」)の留学生
が、日本文化体験の一環として、津島市にある雲

うん

居
ごう

寺
じ

を訪
れ、座禅体験を行いました。

当日参加した韓国出身のオ セアムさんに当日の感想な
どについて語っていただきました。

＊　　＊　　＊
私は韓国にいたころ、日本のテレビドラマが好きでよく

鑑賞していました。それがきっかけで日本や日本語に興味
を持ち、勉強して日本語能力試験N1に合格し、2015年4
月に来日して留学生活を送っています。

ISCには2016年12月から在住しています。ISCでは
様々な大学や国籍の
学生と交流すること
ができますが、特徴
として1年間の交換留
学生が多いため、日
本語が得意でない留
学生もいます。しか
し自分は彼らと日本

語でコミュニケーション
を図ります。自分と関わ
ることで、彼らにとって
日本語に触れる機会が増
えればいいと思います。

昨年秋には、他の留学
生と共にお寺で座禅を体
験しました。それまで座
禅という言葉すら知ら

ず、お寺で歌を歌うものだと思っていましたが、実際には
想像とは全く異なり、胡

あ ぐ ら

坐を組んで瞑想を行うものでした
ので、少々戸惑いました。自分たちの後ろで板を持ったお
坊さんから、「今から肩を叩くので首を傾けてください。」
と声をかけられ、１人ずつ後ろから軽く肩を叩かれました
が、緊張や痛みはありませんでした。瞑想によって、とて
も心が落ち着き、穏やかになり、良い経験ができたと思い
ます。

今後も積極的にイベントに参加し、他の留学生との交流
や日本文化への理解を深めていきたいと思います。

▲座禅体験の様子

▲座禅体験に参加した留学生たち
　（右から二人目がオ セアムさん）

昨年12月、東海日本語ネットワークとの共催で、日本語ボランティア
シンポジウム2017「わからない日本語、つかってない？～外国人に伝わ
る『やさしい日本語』を考えよう～」を開催しました。

会場には、地域の日本語教室で活動しているボランティアや大学生な
ど225名が集まりました。午前は互いの教室紹介をしながら交流を深め
ました。また午後は、昨今注目を集める「やさしい日本語」を、外国人を
含めたボランティアの体験に基づいた手作りのコントで取り上げました。
聖心女子大学准教授の岩田一成氏の解説を交えながらのコントは、参加者
にとって、わかりやすい教材づくりの参考になり、さらに、日本語教室で
の活動を見直すきっかけになりました。

シンポジウムでは、NICのボランティアが作成した「NICやさしい日本
語防災カルタ」も紹介しました。このカルタで、大人も子どもも楽しみな
がらやさしい日本語を知ることができ、防災用語66語のやさしい日本語
への言い換えを学べます。NICではこの防災カルタを貸し出ししています。
詳細はNICのウェブサイトをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ先：交流協力課 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎052-581-5689 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　✉vol@nic-nagoya.or.jp

「あなたの１票」
商品を「買う」ことは「その生産者に票を投じる

こと」と聞いたことがあります。選挙の時、候補者に
ついて調べ、考えて票を投じます。それと同じように
私たちは、物を買う時に店や商品について知ろうとし
ているでしょうか。

2015年の国連サミットで採択されたSDGs＊の目
標に「つくる責任つかう責任」があります。持続可能
な消費と生産のサイクルを確保するために、消費者と
して責任ある票を投じてみませんか。

DVD「コンビニの秘密」は、私たちの日常生活の
一部になっているコンビニエンスストアの仕組みや、
そこで働く人たちの姿を紹介しています。便利で快適
な暮らしを享受している者として、考えて票を投じた
いと思うとともに、私たちのできるこ
とは意外に身近にたくさんあるのでは
ないかと感じました。

国際留学生会館とは… NICが2001年から管理・運営している、名古屋市港区にある留学生専用の宿泊施設。居室90室のほか、研修室や和室、体育室
などを備え、100名の留学生が生活できる。日本文化理解講座の開催や各種相談・情報提供、地域住民との交流などを行っている。

特に目的があるわけではないけど、ぶらっと来てみたら、
気になることに出合える場所。
このコーナーでは毎回NICライブラリーのご紹介をします。

このコーナーでは、NICの事業やボランティアさんの活動などをご紹介します。
みなさんの知らなかったNICのあれこれを見つけてみてください。

A 約614円（2016年統計）

DVDコーナー

▲DVD「コンビニの秘密」

◀「やさしい日本語」
　のコント

（以下のQRコードで該当ページに
　　　　　　　　　アクセスできます。）

Q コンビニでの1回
あたりの平均購入価
格はいくら？

クイズ

NICで活躍する多様なボランティアさん

＊SDGs：Sustainable Development 
　Goals(持続可能な開発目標)

＊　　＊　　＊
　NIC のボランティア登録は隔年実施。次回は平成 31年2月頃を予
定しています。随時募集をするボランティアもありますので、ご関
心のある方はお問い合わせください。
問 交流協力課　ボランティア募集担当　☎052-581-5689

　「世界寺子屋運動」ブース出展ボランティアの後藤日
ひ

奈
な

子
こ

さんと景
かげ

山
やま

華帆さんは、中学生の頃から活動を始め、この4月に高校生になり
ました。現在NICで活動する最年少のボランティアさんです。

グローバルに活躍する若者を応援するプロジェクト
NIC Global Youth Award を開催しました

このコーナーでは、グローバルに活躍する若者たちを取り上げ
ていきます。今号は、昨年に引き続き2回目の開催となったNIC 
Global Youth Awardについて報告します。

＊　　＊　　＊
NIC Global Youth Awardとは？

NIC Global Youth Awardは、国際交流・国際協力・多文化共
生などの分野で活躍している若者の団体を表彰し、活動をサポート
するプロジェクトです。今回は愛知県内からだけでなく、浜松や岐
阜など、近隣の地域からもご応募いただきました。

2月18日（日）「Global Youth デー」にてグラ
ンプリが決定しました！

書類審査を通過した上位9団体がプレゼンテーション審査に進
み、6団体が受賞しました。結果は以下の通りです。

プレゼンテーション審査は「Global Youth デー」の中で行い、
多くの来場者にもご覧いただきました。どの団体のプレゼンも、活

動への熱い想いが感じられました。
特に受賞団体の論理的で分かりや
すく、かつ共感を生むプレゼンは参
加者を魅き込みました。「この地域
でこんなにも多くの取り組みがあ
ることを知り、驚いた」、「どの団体
の活動にも工夫が見られ、勉強に
なった」等、多くの感想が寄せられました。

審査委員からは、「自分たちの活動を発信し、大人や地域を巻き
込むことが持続可能な活動につながる」という講評がありました。
若者が自分たちの活動を身近な地域から発信し、新たな“つながり”
を生むこの取り組みは、持続可能な社会を創る担い手を育成する重
要な機会だと改めて感じました。

当日の様子を動画にまとめ、Facebookに掲載しま
したのでご覧ください。（ぜひ、「いいね！」をお願いします。）

NICでは、今後、フォーラムや研修を行い、将来グローバルに活躍
することを目指す若者た
ちを応援していきますの
で、ぜひご参加ください。

次号はグランプリ受賞
団体の活動を詳しくご紹
介します。

NIC Global Youth Award　受賞団体
グランプリ 岐阜工業高校　化学研究部
準グランプリ 愛知淑徳大学　小島ゼミ
奨励賞 名古屋市立名東高校 名古屋城英語ボランティアガイド

（３団体） TABEBORA
日本福祉大学付属高校国際協力部

審査員特別賞 SUAC　For　People

▲みんなで記念撮影

▲審査委員から講評を受ける様子

　幼い頃、両親と中国から引き揚げてきました。
国際貢献をしたいと思った原点には、一家が中国
で大変お世話になったことがあります。大人に
なってから、韓国でボランティアをしている若者
の話を聞き、ボランティアをすることで、自分も
国際貢献できると思いました。設立間もない NIC
で、アメリカでボランティアをした経験を持つ友
人と、ボランティアを始めました。それ以来、「外
国人のために」をモットーとして、ボランティア
を続けてきました。長い間ボランティアをやらせ
ていただき感謝しています。これからもずっと続
けていきます。

　日本語を母語としない外国人に対し、「伝
える」ことは難しいです。日本語として読み
やすい文章づくりを心掛けています。国内外
問わず、外国人や日本語学校の先生から反響
があったときは、ひらがなしんぶんの「拡が
り」を感じ、とても嬉しいです。私の住む知
多市では、ひらがなしんぶんの経験を活かし、
日本語を教えています。

後藤さん：もともと英語に興味があって、
世界の人々とコミュニケーションをとりた
いと思っていました。その中で自分にも何
か役に立てることがあればと思って活動に
参加しました。
景山さん：小学校の時、世界寺子屋運動の
ことを知り、途上国の子どもたちに関心を
持ちました。世界に少しでも貢献したいと
いう思いから、このボランティアを始めて
みました。

後藤さん & 景山さん：イベントのブースでは、勇気を出して大きな声で呼び掛
けても、足を止めてくれる人は少なく、人に伝えることは本当に難しいと感じま
した。
　でも、ブースに来てくれた子どもたちの楽しそうな笑顔を見たときはとても嬉
しかったし、外国人の方に英語で説明することにチャレンジできたのはよい経験
になりました。

最長年数ボランティア ： ひらがなしんぶん 33年 15歳最年少ボランティア ： 世界寺子屋運動

DVDに
　出てくるよ！

愛知大学現代中国学部４年生
オ セアム（韓国出身）

留学生による座禅体験

「やさしい日本語」に
関心を寄せる225名が
参加しました！

「日本語ボランティアシンポジウム2017」

今日も良い１日を
お過ごしください。

오늘도 좋은하루 보내세요 !
オヌルド ジョウンハル ボネセヨ！
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●外国人の“玄関”利用者の増加
　日本の“玄関”はどれぐらい利用されているので
しょうか。この10年間の「訪日外客数※1 ・出国日
本人数の推移」【表1】を見ると、出国する日本人の
数は、ほぼ横ばいであるのに対し、日本を訪れる外
国人の数は飛躍的に増加しています。2015年に
は、1970年以来45年ぶりに、訪日外国人旅行者
数が出国日本人数を上回り、その後も増加を続け
ています。空港や港における外国人利用者に向け
たサービスの需要は、年々高まっていることがう
かがえます。

●名古屋の3つの玄関
　この名古屋地域においては、中部国際空港（セントレア）、県営名古
屋空港、名古屋港の3つの空港・港が、世界とつながる玄関としての
役割を担っています。
　セントレアは2005年に開港して以来、この地域と世界をつなぐ
主要な空の玄関として利用されており、国際線における乗降客数で
は成田、関西、東京（羽田）に次いで国内4番目の旅客利用となってい
ます※2。セントレアを利用する外国人旅客の割合も増加傾向にあり、
2016年度の国際線利用者のうち半数近くが外国人となっています
【表2】。セントレアの国際線定期路線は中国を筆頭に東・東南アジア
地域を多く結んでいます。入国
管理局の統計※3によると、2016
年にセントレアから入国した外
国人のうち9割以上がアジア諸
国の出身者となっており、セン
トレアが近隣アジア諸国と名古
屋の重要な架け橋となっている
ことが伺えます【表3】。
　県営名古屋空港はセントレア

のような海外への定期便は就航
していませんが、日本初の「ビジ
ネス機専用ターミナル」が整備
されています。このターミナル
は、国内外からの定期航空路線
以外の旅客が利用することがで
き、国外からの乗客はコンパク
トな専用施設でCIQ審査（税関、
出入国、検疫の審査）が短時間で
行える仕組みになっています。
海外では企業や個人単位でビジネスジェットを使用するこ
とも増えてきている昨今、グローバル企業から産業の活発な
この地域へのアクセスが良くなることは、更なる発展を生み
出すきっかけの一つになるかもしれません。
　海の玄関である名古屋港は、名古屋市、東海市、知多市、弥
富市、飛島村に広がる大きな港で、その貨物取扱量の膨大さ
は名古屋地域だけでなく、日本全体にとって重要な存在で
す。輸出貿易額は全国一であり【表4】、中でも自動車や自動
車部品が多くを占めます。その一方で、近年はクルーズ船の
誘致などにも力を入れており、観光面での利用も注目され
ています。（P8参照）

世界とつながる名古屋の玄関
　　　　　　　   ～空港・港のおもてなし～

　島国の日本には陸続きの国境はありません。人や物が国境を越えるときには、必ず空路または海路を利用することに
なります。人や物が日本から世界へ飛び出していく出発点であり、また世界から日本に足を踏み入れる最初の場所でも
ある空港や港は、まさに“世界につながる日本の玄関”といえるのではないでしょうか。私たちの身近にある“名古屋の玄
関”では、どのような人や物が行き来し、どのような“おもてなし”が行われているのでしょか。

【表3】
セントレア入国外国人の
国籍・地域（2016年統計）

国籍 ・ 地域 人数（人）
アジア 1,124,698
ヨーロッパ 39,567
北アメリカ 32,354
オセアニア 6,227
アフリカ 1,421
無国籍 31
合計 1,204,298

（出典：入国管理局）

【表4】2016年全国港別貿易額表（1～5位）
輸出 輸入

港名 貿易額（億円） 順
位 港名 貿易額（億円）

名古屋 107,455 1 成田空港 113,131
成田空港 90,349 2 東京 105,873
横浜 68,847 3 名古屋 44,804
東京 58,204 4 大阪 43,412
神戸 51,101 5 横浜 37,999

輸出総額 70 兆 358 億円 輸入総額 66 兆 420 億円
（出典：名古屋税関）
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【表1】訪日外客数・出国日本人数の推移（全国）

（出典：日本政府観光局(JNTO)）

訪日外客数

出国日本人数

（千人）

【表2】セントレア国際線旅客数
　　　 （2016年度統計）

（出典：中部国際空港㈱）

外国人旅客
2,363,948人
45％

通過客
34,802人
1％

日本人旅客
2,834,659人
54％

※１　 訪日外客：国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者から、日本を主たる居住国とする永住者などの外国人を除き、これに外国人一
時上陸客などを加えた入国外国人旅行者のこと。駐在員やその家族、留学生の入国者・再入国者は訪日外客に含まれる。

※２　 出典：国土交通省
※３　 出典：出入国管理統計　2016年　港別　入国外国人の国籍・地域

県営名古屋空港データ
◆空港敷地面積：約172ha
◆滑走路の長さ：2,740m
◆2016年度 航空機発着回数：
　　　　　　約33,270回（民間機と自衛隊機合計）

◆2016年国際ビジネス機飛来機数：62機
（出典・画像提供：愛知県）

▲ビジネス機専用ターミナルとビジネス機

県営名古屋空港マスコットキャラクター：なごぴょん

名古屋港データ
◆臨港地区面積：約4,216ha　日本一！
◆2015年 取扱貨物量（国内+国際）：
　　　　　1億9,797千万9,816トン　日本一！
◆国外貿易による黒字額：約6兆729億円　日本一！
◆2015年 自動車輸出台数：136万台　日本一！

（出典・画像提供：名古屋港管理組合）

中部国際空港データ
◆面積：約470ha（空港島全体の面積は約580ha）
◆滑走路の長さ：3,500m
◆2016年度 航空機発着回数：101,396回（国際線・国内線の旅客機、貨物機など合計）

◆2016年度 取扱貨物量（国内＋国際）：189,205トン
◆ 英国SKYTRAX社が実施する顧客サービスに関する評価“ World Airport Awards ”の“ Regional  

Airport ”部門において、2015年から2017年の3年連続で世界第1位（“アジアのRegional Airport”部門
では7年連続世界第1位）を受賞

（出典・画像提供：中部国際空港㈱）

 キャラクターロゴ

キャラクターロゴ

CHARACTER LOGO

（ 　 　 　 　 　 　 だけでも OKです。 ）

（ 　 　 　 　 　 だけでも OKです。 ）

（ 　 　 　 　 　 　 　 だけでも OKです。 ）

■セント レアフレンズロゴ

Centrair Blue

DIC F43
C100%+M80%

White

Black  0%

■色指定

■各キャラクタ ーロゴ

キャラク タ ーロゴの色は、各キャラク タ ーに使われている色と 同色、も し く はスミ 100%を使用し てく ださ い

セント レアフレンズロゴの色は

原則と し てセント レアロゴの色

と 同じ centrair blueです。

但し 、 使用できる色数に制限が

ある場合は、 版元の承認を得て

キャラク タ ーで使われている色

を使用するこ と ができます。

セントレア
オリジナルキャラクター：

01 02

03

04 05

名古屋港マスコットキャラクター：
ポータン、ミータン
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2週間に3,000件以上の外国人対応！
鈴木：セントレアには大小合わせて7か所の「案内所」が
あり、主に空港内の施設・サービスのご案内や、拾得物（忘
れ物・落とし物）の返却対応などをしています。訪日外国
人の増加に伴い、問い合わせ数も全体的に増加していま
す。昨年、2週間の期間を設けて統計をとったところ、外国
人の方からの問い合わせは3千件以上ありました。内容と
して最も多いのは空港内の施設に関することですが、名
古屋駅や観光地へのアクセスなど、交通情報についても
よく聞かれます。日本での買い物先として定番なのか、
100円ショップの場所もよく尋ねられます。空港内には店
舗がないので、近くのショッピングモールをご案内して
います。
中村：案内所では日本語と英語での対応はもちろん、中
国語と韓国語にも常時対応できるよう、スタッフを配置
しています。特にセントレアは中国路線がたくさん就航
しているので、中国語の問い合わせは圧倒的に多く、春節
（旧正月）の時期などは中国語スタッフが大活躍します。
対応できない言語の場合でも、翻訳ソフトを利用したり、
身振り手振りから判断して必要なサービスの場所まで同
行するなど、お客様の要望がクリアになるまで対応する
よう心がけています。乗り換えなどでとにかく急がなけ
ればならない方もいるので、状況を素早く判断してご案
内することも必要です。
　近年はスマートフォンが普及して、お客様が行きたい
場所の地図や、アプリで翻訳した文章を画面に出して見

せてくれること
も多くなり、ご
案内に助かって
います。

うっかり？忘れ物事情
鈴木：拾得物の内容は様々で、ハンカチのような小物か
ら、中身がぎっしり詰まったスーツケース、お土産の袋、
ベビーカーの置き忘れも多くあります。先日は子ども用
自転車の忘れ物もありました。単純な忘れ物から、意図的
に忘れた？と思われるものまで色々とあるのですが、ど
の拾得物も一定期間空港で保管した後、警察に届け出ま
す。外国人の方からは、出国後に忘れ物の問い合わせを受
けることがあります。基本的に海外発送はできないので、
日本国内のお知り合いに預けるなどで返却しています。
中村：迷子の解決も業務の一つです。保護した子の国籍
が分からない時には色々な言語で話しかけてみたり、空
港内への迷子アナウンスを英語や他の言語にしてみるな
ど工夫します。出国審査を終えた先の免税店エリアは、大
人が買い物に夢中になってしまい迷子が起きやすい場所
です。飛行機の搭乗時間が迫っている状態なので、親御さ
んが見つかるまで緊張しますね。今までに迷子になった
子が飛行機に乗れなかったことは無いのが幸いです。

進化していくセントレアのおもてなし

鈴木：４年ほど前から、空港内に２か所の礼拝所ができ
ました。うち１か所は出国審査を終えた先の制限エリア
内に設置しているのですが、長時間のフライトの前にお
祈りをしたいという方に、よくご利用いただいています。
　今年の夏には、ボーイング787初号機の展示や「シアト
ル」をコンセプトとした商業エリアを擁する新施設が
オープンします。また、国内の空港では珍しい、滑走路の
バスツアーも実施しています。旅行だけでなく様々な機
会で利用していただき、もっとセントレアを身近に感じ
ていただきたいと思います。

※１　大型のクルーズ船の場合は金城ふ頭に入港。

名古屋港とクルーズ船
　日本一の取扱貨物量を誇ることから、物流拠点の印象
が強い名古屋港ですが、日本各地や海外からの観光目的
のクルーズ船も年間30～40隻入港しています。
　クルーズ船の乗客の中には、大型バスで団体の観光ツ
アーに出かける方もいる一方、個人で街歩きや買物を楽
しむ乗客や、日用品の買い出しをする船員たちもいます。
このような外国人に名古屋の観光・買物情報などを提供
するため、外国クルーズ船が名古屋港に入港する際には、
愛知県、名古屋市、名古屋港管理組合、名古屋商工会議所
などが構成員となっている「名古屋港外航クルーズ船誘
致促進会議」のメンバーが中心となり、おもてなし事業の
一環として、臨時の観光案内所を設置しています。

外国クルーズ船入港日の観光案内所のようす
　2月19日、クルーズ船「アマデア」が、横浜から香港ま
での19日間の旅程のうち、2番目の寄港地として名古屋
港に入港しました。実はこの「アマデア」は以前日本で人
気を博したクルーズ船である初代「飛鳥」が、ドイツのク
ルーズ会社に売却されて改名されたものです。「アマデ
ア」として名古屋港に入港するのは今回が初めてという
ことで、船内では式典なども行われたそうです。
　午前10時半ごろ、「アマデア」が名古屋港ガーデンふ頭
に着岸する際には、岸壁で手や旗を振って歓迎する人の
姿がありました。しばらくすると、ドイツ人を中心とした
約600人の乗客が、名古屋の一日を楽しむため、次々と
船から降りてきました。名古屋や犬山を巡るツアーバス
に乗り込む人がいる一方、名古屋港ポートビル内に設置
された観光案内所にもフリーの観光客が訪れ、スタッフ
は英語での案内に追われていました。1時間ほどして乗
客の下船が落ち着いてきた頃、船員たちの観光案内所利
用が増えてきま
した。アジア系
の若者が多く、
中には片言です
が日本語を話せ
る人も。近くの
ドラッグストア

の場所や、名古屋市街地への地下鉄の乗り方を聞くなど、
自由時間を楽しむ計画を立てているようでした。

クルーズ船ならではのニーズに応える工夫
　乗客からは、「名古屋城への行き方」や「おすすめの観
光地」などの観光情報の他、「外貨両替のできる場所」や

「ショッピングモールはどこか」といった、買い物に関す
る問い合わせも多くありました。外国人観光客の“爆買
い”が一時期話題になりましたが、クルーズ船の場合は飛
行機のように持ち込む荷物の重さや量に厳しい制限が無
いので、お土産品や家電などのショッピングを目的に船
を降りる人も多いそうです。
　ほとんどの場合、クルーズ船は朝から昼前に入港して
その日の夜には出港するので、乗客の滞在時間は半日
程度です。この条件に合うよう、観光案内所では「 3時間
コース」「6時間コース」などのモデルルートや、外貨両替
場所の案内、日本文化体験場所の紹介などの情報をまと
めてプリントにして、すぐに渡せるようにしていました。
限られた時間でも目一杯名古屋観光を楽しんでもらうた
めの工夫です。
　また、乗客・船員から要望が多いWi-Fiについても臨時
で設置され、観光案内所近くのWi-Fiスポットでは、パソ
コンでメールチェックをしたり、スマートフォンのビデ
オ通話で母国の家族に到着の連絡をする乗客の姿も多く
見られました。

　今回の「アマデア」は比較的小規模の船でしたが、乗客
が数千人規模の大型船が入港する※1と、何百人もの利用
者で観光案内所に行列ができることもあるそうです。
　今後も、名古屋港を玄関として名古屋を訪れるクルー
ズ旅行者は増えていくかもしれません。貨物輸送だけで
はない名古屋港のもう一つの顔として注目したいところ
です。

▲�名古屋港を起点としたオリジナルの観光ガイド

▲�3階中央にある案内所。様々な問合せが集まる。

▲�臨時の観光案内所に訪れる乗客たち

▲�礼拝室の案内表示（２階到着ロビー）

▲�名古屋港ガーデンふ頭に着岸する「アマデア」

▶中村さんと３階
　中央の案内所

　入国・出国・見送り・買い物など様々な目的で、空港には多様な
国籍・言語の人が訪れます。中部国際空港旅客サービス株式会社 
顧客サービス部案内グループの鈴木悦子さんと中村明

あ

香
か

音
ね

さん
に、中部国際空港（セントレア）の案内所に寄せられる様々なお問
い合わせや最新情報について教えていただきました。

名古屋港のおもてなし中部国際空港のおもてなし

クルーズ船入港時の
　　　　　　臨時観光案内所セントレア案内所
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「外国人観光案内所」とは
　観光地などで、赤字で「 i 」と書かれた青い看板やス
テッカーを見たことがある方もいると思います。これが
JNTO認定の外国人観光案内所のシンボルマークです。
NIC情報カウンターの入口にも、このシンボルマークが掲
示されています。
　全国に909か所ある外国人観光案内所は、対応可能な
言語や開館日時などの基準によって、「パートナー施設」
または「カテゴリー1～3」の区分で認定を受けます（下表
参照）。NICはそのうち「カテゴリー2」の案内所に認定され
ています。

　NICは主要駅や有名観光地からは離れている場所にあ
るため、旅行中の外国人観光客が情報を求めて直接来館
することはあまり多くはありません。その一方で、電話や
メールによる観光に関する問い合わせが近年目立つよう
になりました。既に日本に滞在している外国人からはも
ちろん、これから名古屋を訪れる予定がある海外の方か
らも、事前に現地情報が知りたいとメールが届きます。世
界各地からの問い合わせに多言語で対応できるのはNIC
情報カウンターならではの強みです。

海外から届く問い合わせの内容
　海外からNICに届いた観光情報問い合わせの一部をご
紹介します。
　「守山区の温泉施設に行きたいのですが、名古屋市営地
下鉄の一日乗車券だけで『竜泉寺駅』まで行けますか？」
（韓国・ハングル）
➡温泉は昔から人気の観光施設ですが、近年増えている
都市型の温泉施設はアクセスが良く、日帰り入浴も可能
なので、外国人観光客にとっては気軽に日本の温泉を体
験できる観光スポットとなっているようです。
　今回の場合、地下鉄の案内所に問い合わせると、一日乗
車券だけで名古屋方面から竜泉寺駅に行くことはでき
ず、「名古屋ガイドウェイバス」の高架区間は別途支払う
必要があるということでした。一日乗車券などは観光客
にとって便利なものですが、利用できるエリアや特殊な
条件の制限がある場合も多く、事前にルールを理解しな
いと上手に使えません。
　地下鉄に限らず、青春18きっぷや高山方面へ行く特急
など、交通手段に関する問い合わせは多くあります。

　「仕事で名古屋へ出張します。自分はベジタリアンです
が、名古屋でベジタリアン食をどうやって探したらいい
ですか？」（インド・英語）
➡食生活の文化・慣習は簡単に変えられませんから、事前
に知っておくべき大切な情報です。NICには名古屋のエス
ニックレストランや食材店の情報もいくつかありますので
ご紹介できます。ただし、観光旅行と違って仕事の出張の
場合、食事の場所も自分で選べるとは限りません。仕事相
手に事情を話し、協力を頼むようアドバイスしました。

＊　　＊　　＊
　名古屋を訪れる外国人旅行者が良い思い出を母国に持
ち帰ってくれるよう、このような情報提供を通じて、NIC
も名古屋の玄関としての役割を担っています。

次号の特集テーマは「世界寺子屋運動」を予定しています。次号予告

　様々な人や物が国境を越えて行き来する“玄関”は、多文化が入り混じる場所です。相手に寄り添った、笑顔のおもてなしがあ
れば、そこから生まれる交流やつながりは、この地域をますます活性化させていくでしょう。国際都市・名古屋が世界へ広まって
いく起点として、みなさんに空港・港をもっと身近に感じてもらいたいと思います。

▲情報カウンター入り口のシンボルマーク

▶�名古屋の観光地図
の他、NICから歩
いてすぐの古い街
並み“四

し

間
け

道
みち

”の地
図も展示していま
す。

外国人観光案内所の認定区分
カテゴリー
区分

認定
件数 主な基準

カテゴリー３ 49

常時英語による対応が可能。その上で、英
語を除く 2 以上の言語での案内が常時可能
な体制がある。全国レベルの観光案内を提
供。原則年中無休。Wi-Fi あり。ゲートウェ
イや外国人来訪者の多い立地。

カテゴリー２ 266 少なくとも英語で対応可能なスタッフが常
駐。広域の案内を提供。

カテゴリー１ 490 常駐でなくとも何らかの方法で英語対応可
能。地域の案内を提供。

パートナー
施設 104

観光案内を専業としない施設であっても、
外国人旅行者を積極的に受け入れる意欲が
あり、公平・中立な立場で地域の案内を提供。

（JNTO ホームページより抜粋。平成 30 年 2 月 28 日現在）

ライブラリーがより使いやすくなります！

　分かりやすく文化比較ができたり、時事問題に意識が向く
ような、今よりもっと使いやすいライブラリーにするため、
新しい書棚の導入や新コーナーの設置を行います。また、社
会問題を取り扱った映像作品のDVDなど、視聴覚資料も充
実していきます。一年間をかけて少しずつ新しくしていきま
すので、ぜひ何度も訪れて、変化を楽しんでください。
問 ライブラリー　☎052-581-0102

グローバルに活躍する若者を応援します！

　地球や地域のために、自分のできることから活動する若
者を育成・支援するプロジェクトです。フォーラムや研修等
を通して、グローバル人材を目指す同世代、大学・企業・NPO
等の実践者と“出会い、つながる”機会を作ります。詳しくは

「NIC Global Youth プロジェクト」で検索し、プロジェクト
のFacebookやInstagramをチェックしてみてください！
問 交流協力課　☎052-581-5689

ネパール語の多言語対応が始まります！

　３階の情報カウンターでは、これまでの日本語、英語、中
国語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、ハングル、
ベトナム語に加えて、ネパール語の対応を開始し、近年増加
しているネパール人住民からの問い合わせにお答えします。
ネパール語の対応日時は毎週水曜日の午後1時～ 5時です。
問 広報情報課　☎052-581-0100

外国にルーツのある高校生をサポート！

　外国にルーツのある若者が希望する進路選択をできるよう、
教科学習に必要な日本語の基盤を築く教室を開催します。対象
は高校在学生と義務教育年齢を超えた高校進学希望者です。開
講は平成31年1月を予定しており、今後、教室の立ち上げから関
わってくださるボランティアの方を募集します。
問 交流協力課　☎052-581-5689

公益財団法人名古屋国際センターは、平成30年度から5年間の名古屋国際センターの指定管理者として名古屋市に選定され
ました。今後も、地域の国際化推進、多文化共生社会の実現に向けて、様々な事業を行ってまいります。平成30年度実施予定
事業や新しいサービスなどの “イチオシ”をご紹介します。

各事業の詳細につきましては、担当課へ直接お問い合わせください。この他にも、様々な事業やサービスを提供します。最
新情報はニック・ニュースまたはホームページなどでご覧ください。

 南京の国際イベント
近年の南京はさらに魅力的な

都市として発展を遂げており、
大きな国際イベントをいくつも誘致しています。2014
年の8月には「第2回ユースオリンピック競技大会」を
開催し、13日間にわたり28競技222種目が競われまし
た。昨年8月から9月には、ローラースポーツの世界選
手権大会である「2017南京世界ローラースポーツ選手
権大会」が開催され、全10競技が実施されました。今
後も南京から目が離せません。

 交流事業
　南京についての交流事業として、最近では民間交流が
盛んに行われています。今年1月には、日中平和友好条
約締結40周年及び名古屋・南京友好都市提携40周年を
記念し、NPO団体による「日中友好新年のつどい」が
開催されました。当日は、中国の伝統芸能である「変

へん

面
めん

」や「雑
ざつ

技
ぎ

」のステージパフォーマンスがあり、多く
の参加者が楽しみまし
た。また、3月には、南
京・江

こう
蘇
そ

料理の体験教室
が開催されました。当日
は、南京名物「塩

えん
水
すい

鶏
ちー

」
などを味わい、友好都市
に対する理解を深めまし
た。

名古屋姉妹友好都市協会の公式ウェブサイト・フェイスブックページでは姉妹友好都市にちなんだイベント情報等を発信しています。
ぜひご覧ください。
　　名古屋姉妹友好都市協会ウェブサイト	 URL:	http://nsca.gr.jp/
　　名古屋姉妹友好都市協会フェイスブックページ	 URL:	https://www.facebook.com/nagoya.sistercities

　名古屋市と南京市は1978年12月に友好都市提携を結び、
今年度40周年を迎えます。それを記念し、南京市の魅力を
お伝えしていきます。

▲変面のパフォーマンス ▲オリンピックセンター

編集後記
初めてクルーズ船を間近で見ました。アマデアは「比較的小型の船」と聞いていたのですが、実際は想像よりもはるかに大きく、ま
るでマンションが移動してきたかのような迫力！小型船でこれなら大型船はどんなに巨大なのか…ぜひ今度は金城ふ頭で大型船のお
出迎えを見てみたいです。（加）

　名古屋国際センター（NIC）3階の情報カウンターは、一般的に
は在住外国人向けの生活情報の提供・発信などを行う場所と
して、日頃より多くの方にご利用いただいています。しかし、
もう一つの顔として、日本政府観光局（JNTO）に認定された、
「外国人観光案内所」でもあることをご存知でしょうか。

平成30年度事業　「ここに注目！」名 古 屋 国 際 セ ン タ ー

「玄関」としてのNIC

JNTO認定 外国人観光案内所
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