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●講演・セミナーなど●

日本語ボランティア研修
～開かれた地域社会をめざして～

第5回 お話を聞く会「入管の中の受入環境調整担当官」
外国人が日本で暮らすために必要な手続きに触れながら、

在留外国人を支援するための受入環境調整担当官の役割を
紹介します。東海日本語ネットワーク（TNN）との共催。
講師 川上 弘晃 氏（名古屋出入国在留管理局 審査管理部

門受入環境調査担当 総括審査官）
日時 9月12日（土）13：30～15：00
場所 ウェブ会議ツール「Zoom」で実施。

ウェブ環境のない方は名古屋国際センター3階第2
研修室にてオンライン画面を視聴可。

対象 日本語ボランティアおよびその活動に興味のある方
定員 オンラインでの参加：50名（先着）

NICでの参加：20名（先着）
費用 無料
申込 8月18日（火）10：00～9月8日（火）17：00ウェブ

サイトおよびメールにて受付
問 交流協力課
�052-581-5689 
vol@nic-nagoya.or.jp

グローバルユースフォーラム

グローバルに活躍するゲストによる講演会とワークショッ
プを行います。詳細については、本誌1ページをご覧下さい。
日時 9月26日（土）13：00～17：00
場所 名古屋国際センター 別棟ホール
対象 15歳～35歳の方優先
定員 100人（申込先着） 費用 無料
申込 8月18日（火）10：00～ウェブサイト、メー

ル、電話および来館にて受付。詳細＆申し込
みはこちらのQRコードから

問 交流協力課
�052-581-5691 
koryu@nic-nagoya.or.jp

名古屋・トリノ 姉妹都市提携15周年記念事業

名古屋市の姉妹都市であるトリノ市やイタリアについ
て、映画等の文化を通じて理解を深めます。
講師 坪井 篤史 氏（シネマスコーレ 副支配人）
日時 10月3日（土）14：00～16：00
場所 名古屋国際センター 別棟ホール
対象 中学生以上 定員 50人（申込先着） 費用 無料
申込 9月11日（金）10：00～ウェブサイト、メール、電話

および来館にて受付
問 交流協力課
�052-581-5691 
koryu@nic-nagoya.or.jp

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けたイベント等の取り扱いについて
掲載したイベント等は、感染拡大防止の観点から、中止、延期または内容の変更をする場合があります。

当センターのウェブサイトに随時、最新の情報を掲載しますのでご確認ください。

外国人児童・生徒サポーター研修～実践編～

外国につながる子どもの教育や支援に携わっている方を
対象とした研修です。講義やワークショップを通して現状
や制度についての知識を深め、課題やより良い支援につい
て共に考えます。全3回。
日時 10月24日（土）、11月28日（土）、12月19日（土）

いずれも10：30～16：00
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・生徒の教育に携わる方（初めて受講する

方、全3回参加できる方を優先）
定員 40人（選考） 費用 2,000円（3回通し）
申込 9月8日（火）10：00～9月27日（日）17：00必着。

ウェブサイト、メール、電話および来館にて受付
問 交流協力課 �052-581-5689


seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

�外国人を対象とした事業�

防災サロン

外国人向けの防災サロンです。非常用持ち出し袋や非常
食の試食、防災カルタなどのブースを自由に見て回り、災害
への備えについて学びます。英語・ポルトガル語・スペイ
ン語・中国語・フィリピノ語などの通訳あり。（通訳言語
は、変更となる可能性があります）参加者には、防災グッズ
をプレゼントします。
日時 9月13日（日）10：00～13：00
場所 名古屋国際センター 4階 第2展示室
対象 外国人住民 定員 なし 費用 無料 申込 不要
問 交流協力課
�052-581-5689 
vol@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、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
8,000円、市外の講演は10,000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。
条件 日本語で講演ができること（書類選考があります）
日時 9月19日（土）面接13：00～研修14：00～16：30
場所 名古屋国際センター 5階 第1会議室
対象 外国人住民 定員 なし
申込 所定の申込書を郵送、メールで送付、または持参。

9月12日（土）17時必着。（申込書の入手方法：ウェブ
サイトからダウンロード可）

問 交流協力課
�052-581-5691 
koryu@nic-nagoya.or.jp

NIC日本語教室（9～11月コース）

①NIC日本語の会
日時 9月20日～11月22日の毎週日曜日
場所 名古屋国際センター
対象 日本語を母語としない方（小中学生は不可）
定員 各コース9名～18名（名古屋市在住の方優先、定員を

超えた場合は抽選）各コースの詳細等は、ウェブサイ
トでご確認ください。

費用 2,500円（10回分。別にテキスト代500円～1,000円）
申込 9月6日（日）12：00～14：00希望クラスの申込み

をオンラインで実施。9月13日（日）名古屋国際セン
ター5階にてレベルチェックの面接、参加費の支払い
を行います。

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

子どもたちを対象とした日本語教室を開催します。
日時 9月20日～11月29日の毎週日曜日10:00～11:30
場所 名古屋国際センター3階 第1･2研修室、5階 和室
対象 ・日本語を母語としない6歳から15歳まで（2005年

4月2日～2014年4月1日生まれ）の子ども
･2005年4月2日よりも前に生まれ、現在中学校に
在籍している子ども

※中学夜間学級に在籍している方はNIC高校生日本語教室
にご参加ください。

※名古屋市在住の方を優先します。
定員 40人（選考） 費用 1,000円（11回）
申込 9月6日（日）10：00～12：00までウェブサイトで

受付。受講者は、9月13日（日）10：00～11：30に名
古屋国際センター4階第3研修室で面接、参加費の支
払いを行います。

③NIC高校生日本語教室
外国人の若者が高校を修了し、キャリア形成につなげら

れ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。
日時 9月20日～11月29日の毎週日曜日14：00～16：00
場所 名古屋国際センター 3階 第2研修室
対象 外国人高校生および高校進学を目ざす外国人の若者

（2005年4月1日以前に生まれた方。中学夜間学級
を除く中学校に在籍している方はNIC子ども日本語
教室にご参加ください）

定員 15人（選考） 費用 2,000円（11回）
申込 9月8日（火）10：00～12日（土）17：00までウェブ

サイトで受付。参加費の支払いと面接、ミニクラスを
9月13日（日）14：00～15：10に名古屋国際セン
ター4階第3研修室で行います。

問 ①②③とも交流協力課
�052-581-5689 
vol@nic-nagoya.or.jp

日本語教室「まるはち」（10～12月コース）

日本の生活に役立つことばや会話を学びます。「入門」「初
級�」「初級�」の3コース。実施事業者・場所は（一財）日本
国際協力センター（JICE）中部支所です。
日時 10月7日～12月12日の水曜日または土曜日（全10

回）
詳しくはNICウェブサイトをご覧ください。

休館のお知らせ 令和2年8月9日（日）はビル整備点検のため休館します。

■イベントなど■

第1回 グローバルユースカフェ
「あなたの知らないバイヤーの世界」

若者が地域や地球の多様な課題に対する関わり方や、自
身のキャリア形成について考え、交流する場、グローバル
ユースカフェ。今回は、イランでペルシャ絨毯の買い付けを
行う現役大学院生をゲストに迎え、現地での実体験のお話
をしていただきます。皆でお気に入りのドリンクを持ち寄
り、オンラインでお話ししてみませんか？
日時 9月9日（水）18：00～20：00
場所 オンライン（参加者自宅） 対象 15歳～35歳の若者
定員 20人（申込先着） 費用 無料
申込 8月11日（火）10時～定員に達するまで。ウェブサイ

ト、メール、電話および来館にて受付
問 交流協力課
�052-581-5691 
koryu@nic-nagoya.or.jp

【NIC共催事業】やさしい日本語劇団自主公演
「やさしい日本語どんなもの？

～みんなで考える私たちの日本語～」

日本語勉強中の人や旅行で日本を訪れた人は、職場や学
校、地域、訪れた先で、どんな日本語に困ってしまうのでしょ
う？地震や台風などの緊急時、私たち日本語話者に求められ
る心配りとは？“やさしくない日本語あるある”のコントとワー
クショップで「やさしい日本語」について考えましょう。
日時 8月16日（日）14：00～16：00
場所 名古屋国際センター 別棟ホール
定員 40人（申込先着） 費用 無料
申込 8/10（月）まで

こちらのQRコードより
問 やさしい日本語劇団

teatroeasyjapanese@gmail.com

名名名名名名名名名名名名名名古古古古古古古古古古古古古古屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋国国国国国国国国国国国国国国際際際際際際際際際際際際際際セセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーー
ササササササササササササササポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーー募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集中中中中中中中中中中中中中中！！！！！！！！！！！！！！

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。皆さまのご協
力をお待ちしています。

学生 1,500円
個人 5,000円
団体 50,000円

団体賛助会員
5･6月更新団体

愛知淑徳大学、
有限会社しら河、
瀬戸市役所、
中部電力株式会社、
名古屋市信用保証協会

（50音順）

特集の編集のため、ここ最近ず
っと、数少ない外出のたびに街中
の「やさしい日本語」表記を探して
いたので、すっかりアンテナを張る
癖がついてしまいました。街中でさ
りげない「やさしさ」を見つけると、
四葉のクローバーを見つけたよう
に、心がほんわかとあたたかくなり
幸せな気分になります。私の小さな
楽しみがまた一つ増えました。（浅）
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編 集 後 記

名古屋市在住外国人人口
（国・地域別）

上位8か国（令和2年6月1日現在）

国・地域 人 数
1位 中 国 23,935
2位 韓国・朝鮮 16,138
3位 ベ ト ナ ム 10,407
4位 フィリピン 9,486
5位 ネ パ ー ル 6,635
6位 ブ ラ ジ ル 4,872
7位 ア メ リ カ 1,452
8位 台 湾 1,191
名古屋市在住外国人総人口 85,981
名古屋市総人口 2,330,178

名古屋市総人口における
在住外国人総人口の割合 3.69%※会員期間：学生・個人（2021年3月迄）、

団体（入会月から1年間）


