
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8回 お話を聞く会「外国につながる子どもの教育」
 外国につながる子どもの教育について、教育分野の課題の
整理と東海地域で取り組むべきことを考えます。
講師：小島 祥美 氏（愛知淑徳大学准教授）

２月８日（土）13：30～15：00
第9回 お話を聞く会「対話型活動と『はじめての日本語教室』」
　愛知県主催の「はじめての日本語教室」が対話型で実施
されました。事業のコーディネーターの講師が概要を紹介
します。 
講師：伊藤 クリスティーナ 氏（Bri Asia合同会社 代表） 

３月１４日（土）13：30～15：00
各回ともに、東海日本語ネットワーク（TNN）との共催。

名古屋国際センター3階 第2研修室
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

★2月29日（土）に、NIC国際講演会「クール・ジャパ
　ンと世間」を開催します。講師は作家・演出家の
　鴻上尚史氏です。
　詳しくは裏表紙をご覧ください。

　「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、さまざま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。

　　 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（3月4日（水）面接13：00
　　　 ～14:00、研修14：10～16：30実施）に参加
　　　 できること。
　　　 所定の申込書を郵送、Eメールで送付、または持参。
　　　募集要項・申込書の入手方法：ウェブサイトから
　　　ダウンロード可。
　　　 2月26日（水）17時必着
交流協力課　☎052-581-5691
　　　　　　　 koryu@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。P A G E
N I C

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。

NIC地球市民教室　外国人講師募集

　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。

外国語で楽しむ絵本の会

①2月23日（日）14：00～14：30
②3月7日（土）10：30～11：00
③3月22日（日）14：00～14：30
①、③名古屋国際センター 3階 ライブラリー
②中村図書館(中村区中村町茶ノ木25)
一般（親子、家族）　　　　30人（当日先着） 
無料　　　　不要
広報情報課　☎052-581-0100
　　　　　　　 info@nic-nagoya.or.jp

　多文化共生のまちづくりに取り組む「みどり多文化共生ボ
ラネット」との協働で、地域の外国人住民や日本人住民が交
流を深める交流会を開催します。
　防災や防犯について学べるコーナー、けん玉や工作などの
遊びのコーナー、盆踊り、外国の踊り、中国の切り絵などを通
して、住民同士の顔の見える関係づくりをめざします。

3月22日（日）13：30～16：30
名古屋市立南陵小学校(緑区桶狭間森前1348番地)
緑区在住の方を中心とする市民
250人（当日先着）　　　　無料　　　　不要
交流協力課 　☎052-581-5689
　　　　　　　 vol@nic-nagoya.or.jp

みどり多文化交流会

　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触れ、楽しく学びます。講師
はNICの外国人スタッフです。（途中入退出可、昼食持参可）

2月26日（水）12：15～13：15
名古屋国際センター3階 ライブラリー 交流スペース
15名程度（申込先着）　　　　無料
2月1日（土）10：00より、電話にて受付。
広報情報課　☎（052）581-0100

ランチタイムに世界を学ぼう！（ネパール編）

■イベントなど■

　多文化共生の地域づくりについて、文化の違いなどから住
民の間に生じる葛藤「もやもや感」をテーマに考えます。講演
では、異文化間の葛藤をどう捉えるか考え、コミュニティ心理
学の視点から課題解決の可能性をお話しいただきます。ま
た、話題提供では、外国人が住民の半数以上を占める「芝園
団地」（埼玉県川口市）での暮らしから見えてくる将来の地域
社会の姿について報告いただきます。最後にパネルトークで
「もやもや感」とその先にある問題にどのように向き合い地
域をつくるのか考えます。
講師：加賀美 常美代 氏
　  　（目白大学 人間学部 教授 / お茶の水女子大学 名誉教授） 
話題提供者／パネリスト：岡﨑 広樹 氏
　　　　　　　　　　　（芝園団地自治会 事務局長）
パネリスト：アハメド ツレイヤ 氏
　　　　　　　　（元 名古屋市内小学校 PTA副会長）
　　　　　 圡田 哲也 氏（天竜デザイン事務所 代表）

3月8日（日）13：00～16：30
名古屋国際センター 別棟ホール
150人（申込先着）　　　　無料

地域の国際化セミナー2020
「変わる地域、とまどう人々～その『もやもや』の先に～」

◆外国人を対象とした事業◆

休館のお知らせ：2月9日(日)はビル整備点検のため休館します。この地域のイベント(他団体主催)は、NICウェブサイトに掲載しています。

出会う！ つながる！ 世界を変える！
グローバルユースデー2020

　グローバルに活躍している若者の団体、自分にできる活動
を探している若者、若者を応援したい人々がつながり、それ
ぞれが新たな一歩を踏み出すイベントです。
【プログラム】
①プレゼン大会：若者の団体が、活動内容や、活動への想
　い等についてプレゼンテーションします。同世代の活動を
　たくさん知ろう！
②交流タイム：実践団体がブースを設置し、活動をPRし
　ます。多様な団体と交流しよう！
③トークセッション：社会人ゲストが、学生時代の活動や現在
　の仕事について語ります。自分の将来像を思い描こう！

２月１５日（土）13：０0～1７：３0
名古屋国際センター 別棟ホール
中学生以上　　　  100人（申込先着）
無料
電話、メール、ウェブサイトおよび直接来館にて受付中。
定員になり次第受付終了。
交流協力課　☎052-581-5691
　　　　　　　 koryu@nic-nagoya.or.jp

※会員期間：学生・個人（令和3年3月迄）　団体（入会月から1年間）

団体賛助会員　11・12月更新団体
㈻朝日大学、安城市国際交流協会、伊勢湾海運㈱、岡谷鋼機㈱、㈻金城学院、興和㈱、近藤産興㈱、栄公園振興㈱、
㈻椙山女学園、㈱ダイエーディスポウズ、中京大学、（一社）中部経済連合会、東海テレビ放送㈱、東陽倉庫㈱、㈻中西学園、
（公財）名古屋観光コンベンションビューロー、名古屋市立大学後援会、名古屋スペイン協会、（公社）名古屋青年会議所、
㈻名古屋電気学園、㈻南山学園、ブラザー工業㈱、㈱ワーロン （50音順）

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 1,500円年会費 個人 5,000円 団体 50,000円

名古屋国際センターサポーター募集！

入会記念品

カードケース▶

◀ペンケース

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。 　　  総務課　☎052-581-5674問
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（国・地域別）

上位8か国（令和元年12月1日現在）

国・地域 人　数

編 集 後 記

　暖冬で雪が降らずに
お困りの地域もあるよ
うです。グリーンハウス
ガスの影響で地球温
暖化が叫ばれています
が、温暖化の原因はそ
れだけでしょうか。全
世界で速やかに、でも
じっくり取り組む問題
ですね。(晴) 

NICには、ホール、会議室や研修室、展示室、和室の計14の施設が
あります。国際交流行事のためにご利用の場合は、よりお手頃な料
金にてご利用いただけます（※）。ぜひご利用ください。

※団体規約や行事計画書等の事前提出が必要です。
まずはお電話にてお問合せください。

問 総務課　貸し施設係　☎052-581-5679

ホール
（最大250名）

研修室
（51～63名）

会議室
（16～84名）

⸳ᣉߒ⾉ 国際交流イベント・仲間内勉強会・講演会・展示
会など様々な用途にご利用いただいています。

つち  　だ

よし  　み

と　　み　　よ

2月11日（火）10：00より、ウェブサイト、メール、電話
および来館にて受付。定員に達し次第受付終了。
 （受付は火曜～日曜の9：00～17：00）
交流協力課　☎052-581-5689 
　　　　　　　 seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

kokusaicenter @kokusaicenter
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