
▽日程：　2019年10月26日（土）　
　　　　 14：00～16:00　（講師との茶話会あり） 
▽場所： 　関戸公民館　大会議室 （VITA８階）
　　　　　　　　　　※京王線聖蹟桜ヶ丘駅前
▽定員：　60名（申し込み先着順）  
▽費用：　TIC 非会員  300 円　     TIC 会員  100 円　
　　　　　　　　　　（茶話会費用を含む） 
▽申し込み・問合せ：　10月24日（木）までに
　　　　　多摩市国際交流センター（ＴＩＣ）　
　　 　　　☎ 042-355-2118
　　　　　（ 日曜、祝日を除く火曜～金曜　10:00 ～ 17:00 )
　　　　　 E-mail　tic@kdn.biglobe.ne.jp 
　　　　　　　　　( 件名にマレーシアと記入 )

豊かな自然と近未来、異文化が混ざり合い、リタイア
した方の移住希望No.１の国を５か国語を話す講師
が紹介します。

麗しの国、マレーシア連邦
国際

理解
講座

モイ  スーリン氏
 (Moey Sue Ling)
　マレーシア連邦ペナン州出身
　TIC会員

講 

師

日本の古典文学を代表する万
葉集。古代の人々の歌は現
代の私たちの心にも強く響い
てきます。本講座では、万葉
集をていねいに読みながらそ
の世界に思いを馳せ楽しみな
がら親しんでいきます。

▽日時：　2019年11月19日（火）、12月17日（火）
▽場所:　TIC活動室　他
▽対象：　TIC会員（外国人含む、年齢不問）
▽費用：　全2回　￥1,000（資料代含む）
▽定員：　15名（先着順）
▽講師：　鈴木  惠冶（TIC会員）

秋の特別講座

東京2020応援プログラム 出場者募集！
外国人日本語スピーチ大会

11月30日
2019年

（土） ※上位入賞者には賞金あり
がいこくじん　に ほん  ご     す ぴ ー ち          たいかい

詳細は
TICﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
またはTIC
事務局まで

参加者
募集

参加者
募集
参加者
募集日本の詩歌を楽しむ日本の詩歌を楽しむ

ー万葉集を旅するー
各10：00～11：30
　（90分）

▽申込み問合せ：　10月18日（金）までに、電話、FAXまたはメールで多摩市国際交流センター（TIC）へ 
  　　☎ 042-355-2118　　Fax 042-355-2104　
  　　E-mail  tic@kdn.biglobe.ne.jp　（件名に「日本の詩歌」と明記）　
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【多摩市国際交流センター  賛助会員】  
・恵泉女学園大学 　  ・多摩大学 
・東京シゲン  アカデミー     
・東京多摩プロバスクラブ

 ・ハワイアンショップ  スイートアロハ  
発行：広報部　　毎月１０日

個人と個人のふれあい、そこから国際交流が芽生えます。外国人にも暮らしやすい国際感覚豊
かなまちにしていくために、市民一人一人が交流の担いてとなって、お互い文化の違いを知り、
相互理解を深めていきたいと思います。私たち多摩市国際交流センター（略ＴＩＣ)は、市民ボ
ランティアや各種団体、企業および多摩市が一体となって運営しています。一緒に国際交流の
輪を広げてみませんか。

あなたも国際交流の輪に入りませんか

会
員
募
集

会
員
募
集

2019年度2019年度

・日本語に興味のある方      ・外国語に興味のある方
・交流イベントならまかせてという方 
・子どもと一緒に活動したい方  
・など　など

入会手続きは、所定の郵便振込みに必要事項をご記入の
上、郵便局またはTIC事務局で直接お支払いください。

HOW ABOUT GIVING IT A TRY?
Start volunteering to connect with 
the community!...
Join us and become an active 
member of our organization to 
support and share our goals.
Feel free to contact us.

多摩市国際交流センター(TIC)   　Tama City International  Center

市民と一緒に
楽しく過ごしましょう！

多摩市民文化祭参加

令和元年

TAMA CITIZENS CULTURE FESTIVAL PARTICIPATION        TIC MEMBERS’ ART WORKS EXHIBIT

会員の皆さんの今までに描いたり、作ったり
した作品をギャラリーに展示します。
絵画、書道、写真、陶芸、刺繍、絵手紙など。

※最終日16:00

13:30~14:30

東京外国語大学
朝鮮舞踊部

インドネシア舞踊と
TIC 会員
作品展示会
たくさんの作品を展示します !

～10
31 (木)

11
3 (日)

（2019年）

2019年11月２日（土）

ぜひご覧ください

・連絡先：  多摩市国際交流センター（TIC)　Tel.  042-355-2118

10：00  ～  17:00
ヴィータ・コミューネ 7階
 関戸公民館ギャラリー

ご家族、
お友達も一緒に
楽しんで
下さい

ヴィータ・コミューネ 7階
関戸公民館　市民ロビー
※京王線
　聖蹟桜ヶ丘駅前
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