
日本語ボランティア研修 
～開かれた地域社会をめざして～

NICウェブサイト　https://www.nic-nagoya.or.jp

第6回 お話を聞く会「外国人受入れ制度と現状」
講師：鳥井 一平氏（移住者と連帯する全国ネットワーク）
　多民族・多文化共生社会が進む日本。一緒に社会を担う外国
人に対して、今後求められる政策について考えます。東海日本
語ネットワーク(TNN)との共催。

10月12日（土）13:30～15:00
名古屋国際センター 5階 第1会議室
日本語ボランティアおよびその活動に興味のある方
50人（当日先着）
500円（TNN会員は無料）　　　 不要
交流協力課　☎052-581-5689
　　　　　　　 vol@nic-nagoya.or.jp

日本語ボランティアシンポジウム2019
「増え続ける外国人～どうなる？私たちの日本語支援～」

　午前の部は、日本語教室活動紹介ブースで交流します。午
後の部では、第1部で神吉宇一氏（武蔵野大学院准教授・日本
語教育学会副会長）による基調講演を行います。第2部は、
「名古屋市内外国人に対する学習ニーズ調査」の報告と、調
査員によるパネルトークを行います。
　「日本の不思議」をテーマとした、学習者による写真展
も同時に開催。東海日本語ネットワーク（TNN）との共催。

12月7日（土）10:30～16:30
名古屋国際センター 別棟ホール
日本語学習支援活動に携わる方、関心のある方
200人（申込先着）　　　500円（ＴＮＮ会員は300円）
11月7日（木）10：00より11月28日（木）17：00まで、
メール、FAX、ウェブサイト及び来館にて受付。
定員に達し次第締切。来館の受付は9:00～17:00。
交流協力課　☎052-581-5689
　　　　　　FAX 052-581-5629
　　　　　　　 seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

　グローバル人材に必要な3つの力「共感力」「思考力」「行動
力」のうち、主に「行動力」を養う連続講座。地球の様々な課題
に対し、自らのできることから、具体的な行動へと移すきっか
けを作ります。自身のこれまでを振り返り、講師や他の参加者
とのワークショップ等を通して、各々の活動に活かします。
講師：辰野まどか氏（一般社団法人グローバル教育推進プロ
　　  ジェクト 代表理事）

11月17日（日）、12月8日（日）13:00～17:00　
※両日ご参加ください。
名古屋国際センター 4階 第2展示室ほか
国際交流・国際協力・多文化共生等の課題に関心があ
る若者（15歳～35歳の方を優先）
25人（申込先着）　　　 無料
10月15日（火）10:00より、メール、ウェブサイトで受付
交流協力課　☎052-581-5691
　　　　　　　 koryu@nic-nagoya.or.jp

　外国人ボランティアによる外国語の絵本の読み聞かせ
です。絵本を通して外国の文化に触れることができます。

①10月13日(日) 14:00～14:30　英語
②10月27日（日) 14:00～15:00　ハロウィン特別企画
③11月  2日（土） 10:30～11:00　英語※
④11月24日（日） 14:00～14:30　英語ほか
名古屋国際センター 3階 ライブラリー
※11月2日(土)は中村図書館（中村区中村町茶ノ木
　25）で行います。
各日30名（当日先着）　　　 無料　　　 不要
広報情報課　☎052-581-0100
　　　　　　　 info@nic-nagoya.or.jp

●講演・セミナーなど●

名古屋国際センター（NIC）が行う催し・募集などの情報をお知らせするページです。

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。

メールでお申し込みの方へお願い／イベント名、開催日時、お名前、電話番号を必ずお知らせください。

外国語で楽しむ絵本の会

　中部地域在住の外国人による芸術作品（絵画、写真、工芸
等）の展示を行います。外国人にとって、また日本人にとって
も芸術を通じた交流の機会となっています。

10月29日(火)～11月3日（日・祝）10:00～19:00
※オープニングセレモニーを10月29日（火）10:00か
　ら行います。
※最終日11月3日（日・祝）は17:00まで
名古屋国際センター 4階 第1～3展示室
無料　　　  不要
交流協力課　☎052-581-5691
　　　　　　　 koryu@nic-nagoya.or.jp

第34回外国人芸術作品展(FAE34)

　平日のランチタイムを利用して、名古屋国際センターライ
ブラリーで世界の言葉や文化に楽しく触れます。講師はNIC
地球市民教室の講師です。＊途中入退室可、昼食持参可

10月30日（水）12:15～13:15(ベトナム出身講師)
11月27日（水）12:15～13:15(エクアドル出身講師)
名古屋国際センター 3階 ライブラリー内交流スペース
15名程度（申込先着）　　　 無料
10月2日（水）10:00より電話にて受付
広報情報課　☎052-581-0100

NICライブラリー「ランチタイムに世界を学ぼう！」

　外国人参加者及び日本人参加者が、名古屋の歴史と文化
の足跡を巡ります。NIC Walking Guidesボランティアが
案内します。今回のコースは名古屋港・築地地区。

11月23日（土・祝）10:00～13:00（9:45集合）
　  地下鉄名港線港区役所駅1番出口前
外国人20人・日本人10人（先着）　　　 無料
10月26日(土)9：00より、メールで受付。氏名・国籍・電
話番号・通訳希望の有無と言語を記入してください。定
員に達し次第締切(今回より受付はメールのみ)。
　 nicwalking@nic-nagoya.or.jp
広報情報課　☎052-581-0100

NIC国際交流ウォーキング

■イベントなど■

出会う！つながる！世界を変える！
グローバルユースデー2020  参加団体募集

　プレゼン大会あり！交流タイムあり！社会人の先輩による
トークセッションあり！若者が主役となる「グローバルユース
デー」（2月15日（土）実施）の参加団体を募集します。
詳しくはウェブサイト掲載の募集要項をご確認ください。

下記①～②をいずれも満たす団体又はグループ
①グローバルな視野で、地球や地域の課題解決に向け 
　て活動している東海地域の団体であること
②15歳～35歳の若者が活動の中心であること　
　例）学生団体、高校の部活動、大学のゼミやサークル、
　NGO/NPO、企業の社会貢献チーム等
15組（選考）　　　 無料
10月8日(火)から12月8日（日）まで、メール、郵送また
は来館にて応募用紙を提出してください。（応募用紙は
NICウェブサイトからダウンロードできます。)
来館の受付は9:00～17:00（月曜休館）。
交流協力課　☎052-581-5691
　　　　　　　 koryu@nic-nagoya.or.jp

 昨年ノーベル平和賞を受賞したナディア・ムラドさんを
描いたドキュメンタリー映画「ナディアの誓い-On Her 
Shoulders」をはじめ、世界各地で困難に直面する難
民たちの不屈の姿が描かれた4作品(日本語・英語字幕)
を上映します。国連UNHCR協会との共催。 

10月13日(日)　 11:30、14:30、17:30
10月14日(月・祝)11:30、14:30、17:30
上映作品の詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

　https://unhcr.refugeefilm.org/2019/
名古屋国際センター 別棟ホール
各回180人（当日先着・各回45分前から整理券を配布）
無料　　　 不要
国連UNHCR協会「UNHCR WILL2LIVE映画祭2019」
事務局　☎03-6427-7305(平日10：00～18：00)
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編 集 後 記

　国際交流・国際協力・多文化共生をテーマに、NGO・
NPO、企業、公的機関などおよそ80の団体が、ステー
ジパフォーマンスやブースでの活動紹介を行う同フェ
スタ。NICは「やさしい日本語」や「世界寺子屋運動」に
ついて体験を通して楽しく学ぶブースを出展します。ま
た、ワールドステージでは、様々な国出身の出演者が母
国の歌や踊りを披露します。

10月12日(土)10：00～18：00
10月13日(日)10：00～18：00
（NICのワールドステージ出演は
12日（土）14:10～14:40頃）
「オアシス21」銀河の広場（東区東桜1-11-1）
無料 不要

　　  http://www.world-collabo.jp/
ワールド・コラボ・フェスタ実行委員会事務局
（（公財）愛知県国際交流協会内）
☎052-961-8746　FAX 052-961-8045

ワールド・コラボ・フェスタ2019に 
ステージ出演・ブース出展します！

©RYOT Films ◀�映画「ナディアの誓い
　-On Her Shoulders」より

名古屋国際センターサポーター募集！
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。

年会費  学生1,500円　個人5,000円　団体50,000円 
  ※会員期間：学生・個人(令和2年3月迄)　団体(入会月から1年間) 

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。 
●月刊英語情報誌「ナゴヤ・カレンダー」をお送りします。(希望者のみ)
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  

団体賛助会員 7・8月更新団体
㈻愛知学院、稲沢市役所、㈱第一ビルディング、㈱中京銀行、
中京テレビ放送㈱、日本福祉大学、㈱フジトランスコーポレーション

(50音順)

　異国で学ぶ子ど
もたちは、苦労も
多いけれど、社会に
出るとそれが強味
になるようです。こ
れからはそんな子
どもたちが増えて
行きそうです。(晴)  
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