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2022 年度秋号

みぃあすてーしょん

(日本語版)

第 27 回松戸市国際文化祭～国際交流の日～
日時：10

月 22 日（土）10：00～15：00
会場：松戸市民会館（松戸駅東口徒歩 5 分） 入場無料

申込み不要

内容：
【体験しよう！】10：00～14：30
各国文化の紹介、各団体、NPO 法人の活動紹介と展示･ゲーム、世界のおもちゃと民族衣装の展示、
美味しい世界のお茶体験、バルーンアート、松戸市日本語ボランティア会、ガールスカウト、そ
れぞれのブースで楽しい体験ができます。
（一部、材料費がかかる場合があります。）

【MATSUDO WORLD CONCERT】10：30～15：00 ホール
≪外郭 3 団体が協働して実施する事業です。≫
♪オープニングセレモニー

♪松戸シティフィルハーモニー管弦楽団
♪ルイス佐々木（ドミニカンダンス）
♪和太鼓「小金原9丁目太鼓・その他1団体」
♪フロール・ヂ・マツド・セレージャ（サンバ）

松戸シティフィルハーモニー管弦楽団

ルイス佐々木

小金原 9 丁目太鼓

フロール・ヂ・マツド・セレージャ

※外郭 3 団体：(一社)松戸市観光協会、(公財)松戸市文化振興財団、(公財)松戸市国際交流協会

11/19・1/14 （土）
 英語
10：15～11：45
 韓国語・中国語
13：00～14：30
場所： 松戸市 文化 ホール
内サロンスペース
申込開始は 1 ヶ月前から
申込締切日：
※各 1 週間前までに

11/23（祝・水）
10:30～14：00

世界を知ろう！
世界の人とふれあおう！
外国の文化や言葉（韓国語・英語・中国語）に
気楽に親しみませんか？
ネイティブスピーカーと楽しくお話ししましょう。
※新規の方を優先します。
進行役：高校講師・ALT・国際交流員等
共催：松戸市教育委員会

料理教室
申込締切日：11/6（日）

英語でチェコ料理を作ろう！

費用：【会 員】 無料
【非会員】 500 円

申込フォーム

対象：16 歳以上
定員： 24 名

抽
○

費用：
【会員】1,000 円

内容：ブランカさんと一緒にチェコの家庭料理を 【非会員】1,500 円
作ります。(一部日本語の説明あり)

ﾒﾆｭｰ:Goulash soup
Meatloaf with Mashed Potatoes
Salad
Apple Gingerbread Cake

11/6・12/4・2/12 ベトナムの絵本の読み聞かせ
(日)
＆ワークショップ
①11：00～12：00
②13：30～14：30

中国語各 5 名○
抽

MIEA 世界めぐり

講師：小林 ブランカ 氏(チェコ出身)
場所：松戸市民会館

対象：参加したい言語で
日常会話ができる方
定員：英語 15 名・韓国語・

申込フォーム

参加費： 無料
※詳細については、国際
交流協会ＨＰをご覧

日本人作家とベトナム人イラストレーターが

ください。

共同制作した絵本「トモダチ」を日本語とベトナ
場所：テラスモール松戸３F
コミュニティルーム

ム語で読み聞かせ。
「トモダチ」の主人公ムンとガウ
のぬり絵、フォトコーナーでの

申込不要(直接会場へ)

12/11（日）
13:00～15:00

写真撮影

第 33 回国際交流パーティー

交流協会ＨＰをご覧
日本人と外国人の交流を深めるため、アトラクシ
ョンや大抽選会等を開催します。

場所：森のホール２１・４階
レセプションホール

※詳細については、国際

ください。
申込フォーム

申込期間：11 月 15 日（火）～
11 月 30 日（水）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載イベントについて変更・中止となる場合があります。

2023 年

2/18（土）
13：00～17：00

📢 第 31 回 外国人
日本語スピーチコンテスト
出場者募集！！

日本での日々の生活で感じたこと、日本に来て
【申込期間:
から新たに発見したことなど、「あなたの考え」を発
表してみませんか！上位 4 名と印象に残るスピー
12/1～1/6】
チをした 1 名を表彰します。
対象者 ①15 歳以上の松戸市または近隣に在
住・在勤・在学している方
応募締切：2023.1/6（金）
（松戸市国 際交流協 会必 ②本人・実父母共に日本国籍を持っていない方
③2023 年 1 月 31 日現在で、在日期間が通算 5 年
着）
未満の方
④過去に、この外国人日本語スピーチコンテスト
に入賞したことのない方
※書類審査で出場者を選考します。

耳より情報

場所：松戸市民劇場
（松戸駅西口徒歩 5 分）
応募方法
申込フォーム

＊以下の案内についてのお申込み･お問合せは直接、問合せ先までお願いします。

中級日本語教室
すぐに使える！ 仕事に役立つ中級日本語を学びませんか？
日時：10 月 25 日～2023 年 3 月 16 日の火・木曜 10：30～12：20
（11/3・12/27・12/29・1/3・1/5・2/23 を除く全 36 回）
会場：日本国際工科専門学校 6 号館
内容：対面 10 回、オンライン 26 回
対象：18 歳以上の市内在住・在勤の初級レベル修了者、日本語を使って仕事をしたい外国人の方
定員：先着 15 名
費用：無料（MIEA 年会費 1,000 円 別途テキスト代）
申込方法：10 月 24 日（月）までに直接同校まで 電話：047-702-7068 へ

介護のやさしい日本語教室 （後期）
介護の仕事をしている方、興味のある外国人のために、介護の仕事で使えるやさしい日本語教室を開
催します。
日時：12 月 1 日～2023 年 2 月 23 日(毎週木曜日) 時間：10：10～12：10
（12/29・1/5・1/12 を除く全 10 回）
会場：国際友好ルーム
対象：初級日本語を習得している外国人で、介護の日本語を学習したい方

定員：先着 15 名
費用：無料（MIEA 年会費 1,000 円）
内容：介護の基本的な用語や語彙の学習、利用者とのコミュニケーションの取り方、申し送りの方法等
申込・問合せ：日本語ボランティア会

藤沢：080-5379-6017

日本語を母語としない親と子どものための進路ガイダンス 2022in CHIBA

日本の高校に行きたいと考えている外国人の中学生と親を対象に、ボランティアグループと学校の教
師が協力してガイダンス（説明会）を行います。高校の趣旨、入学手続き、費用、日本の教育システム
について説明します。外国人高校生の経験談もあります。
会場

日 程

千葉会場

10 月 9 日(日）

市川会場

10 月 22 日(土)

時 間
受 付

13:00～13:30

全言語

13:30～16:30

第 1 部 中国語のみ

場 所
千葉大学西千葉キャンパス
G1-101 講義室
12:00～14:00

行徳文化ホール I＆I

第 2 部 その他の言語 15:00～17:00

主催：房総多文化ネットワーク 進路ガイダンス実行委員会 参加費：無料 資料代：一冊 100 円
問合せ先： 千葉会場・白谷 Tel：080-3175-9539 Fax：043-424-4364
市川会場・宮澤 Tel：090-2468-1037 Fax：047-338-9168

「みぃあすてーしょん」は英語・中国語・ベトナム語・スペイン語版も発行しています。
●秋号の翻訳にご協力いただいた皆様 ～ありがとうございました!!～
英語：中條 弘明 様、中国語：盧 緑金 様、ベトナム語：NGUYEN HONG NGOC 様
スペイン語： MIAN YATACO BILAL JAVED 様

国際友好ルームには、空気清浄機と
サーマルカメラを設置しています。
公益財団法人ＪＫＡ（競輪）の補助金
により、協会事務所、国際友好ルーム、
姉妹都市コーナーに空気清浄機を設置
更に、サーマルカメラの設置により、
日本語教室受講者や MIEA 来客者の
体温を測定し、新型コロナウイルス
感染症拡大防止に大変役立ってい
ます。

Facebook & Twitter& Instagram で最新情報
発信中

Visa Laboratory / 在留資格研究所
（行政書士オフィス未来計画）あなたの VISA・在留資格
をお手伝い！ 永住・結婚・離婚（定住）
・就職・家族滞
在・連れ子・連れ親・帰化など、VISA/在留資格でしたら、
是非お問い合わせください！
℡:03-3552-6332
WEB: https://visalab.future-design.info/

