
FOREIGN LANGUAGE CLASS:  ENGLISH OPEN CLASS

公開講座の当該言語が堪能でなくても理解できる内容となっていますので、ご興味のある方
はどなたでもお気軽にご参加ください。

・日　時 ：　６月５日（火）　午前10:00～11:30
・場　所 ：　ＴＩＣ活動室  （ヴィータ・コミューネ  ７F）    
・ゲスト  ：　 Rachael Cappさん （アメリカ出身）
・テーマ ：　 Music Meditation and the Soul

・参加費 ：　・会員　300円 
 　   ・ 一般　500円 
・参加ご希望の方は、開催日前日
  までにTIC事務局に申し込み下さい。

・主　催  ：  ＴＩＣ外国語セミナー部　上級英語クラス
・連絡先  ：  多摩市国際交流センター（TIC)     　Tel. 042-355-2118   

外国語で聞く異国の文化  
 　　　　　＜公開講座： 英語＞

参加者
募集

・日　時：　5月１９日(土)　9：30～12：00

・レシピ：
 ・グリーンカレー
 ・サラダ

・場　所 ：　関戸公民館　ヴィータ・コミューネ　7階
　　　 　　ワークショップルーム
・講　師 ：　西尾  スパポーンさん
・参加費 ：     500円
・申込み ：     TIC 事務局へ　電話、FAX、メール
・締切り ：     5月17日（木）　　　
・申込・問合せ ：  
                       多摩市国際交流センター（TIC)　事務局　
                        Tel. 042-355-2118      
          E-mail:  tic@kdn.biglobe.ne.jp 
                      （件名にタイ料理と記入）

作りましょうを

東京にもタイ料理のレストランが多くなってきました。タイ料理は
日本人に人気で、皆さんも口にしたことがあると思います。
今回はその中でもちょっと辛いグリーンカレーを作ります。
是非ご参加ください。

タ イ 料 理
参加者
募集

イメージ

News 5月号
         2018年

Ｎｏ.181

FRIENDLY TAMA NEWS
Monthly Issue

( 月刊 ）

多摩市国際交流センター (TIC)  Tama City International Center
　〒206-0011 東京都多摩市関戸 4-72 ヴィータ･コミューネ７階
　月～土曜日　10:00～ 17:00　（除日、第 1･3月、祝）　
　Tel. 042-355-2118    　Fax 042-355-2104   
　E-mail: tic@kdn.biglobe.ne.jp
　URL: http://www.tic-tama.jp/    
　Twitter: https://twitter.com/tic_office

【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      ・NPO
グロウバル言語文化研究会       ・河邑公認
会計士事務所     ・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

第１回  日本語ボランティア研修
日本語ボランティア研修を下記の通り行います。ご興味のある方は事
務局までご連絡ください。

６月３日(日)　
・場　所 ：　パルテノン多摩　第２・３会議室
・講　師 ：　岩田  一成先生
 　　       （聖心女子大学　文学部日本語日本文学科
　　　　　　  　准教授）
・テーマ ：     初級対応のコツ
・参加費 ：     会員＝無料　一般＝500円
　　　
・申込・問合せ ：  多摩市国際交流センター（TIC)　事務局　
                                Tel. 042-355-2118      
     E-mail:  tic@kdn.biglobe.ne.jp 
                                             （件名に日本語ボランティア研修と記入）

・日　時  ：

NIHONGO VOLUNTEERS
TRAINING

９：３０～１１：３０

日本語セミナー部

BECOME A MEMBER OF TAMA CITY INTERNATIONAL CENTER!

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。

To become a TIC member,  please complete the registration form 
available at TIC office.  After completing the form, you can pay your 

membership fee  through the post office or directly to TIC Office.

など　など

２０１８年度 会 員 募 集
日本語に
興味のある方

外国語に
興味のある方

パソコンや紙面
作りの好きな方

子どもと一緒に
活動したい方

交流イベントなら
まかせてという方

市民と一緒に楽しく過ごしましょう

Japanese Classes

Foreign Language
Classes

Editing of newsletters

Activities for young students

and many more...

Planning of events

HOW ABOUT JOINING US?  

あ な た も 国 際 交 流 の 輪 に 入 り ま せ ん か

日本語ボランティア 
でない方も 
参加できます。



英語サロンは自主的に楽しく英語を勉強する
サロンです。
　　
英語のレベルはあまり気にせず、下手でもでき
るだけ英語でしゃべることにトライして、英語そ
のものや、文化・習慣などを話ながら楽しく交
流することを目的とします。

参加する方は下記の日時に活動室に
お集まりください。
・日時：　５月２８日(月)  10：00～12：00
　　　　　(毎月第４月曜日)
・場所：　ＴＩＣ活動室

リニューアル

外国語セミナー部

英 語 サ ロ ン

会員の方は
どなたでも参加できます　

実行委員会

多摩市国際交流センター(TIC)　第14回定期総会

平成30年度の多摩市国際交流センター第14回定期総会を
開催します。正会員の方は、送付される議案書をご確認の上、
総会に臨んで下さい。
（欠席の方は必ず委任状をご提出下さい。）

ＴＩＣ会員の皆様へ

THE 1４th ANNUAL GENERAL MEETING OF TAMA CITY INTERNATIONAL CENTER 

　各専門部の３０年度の活動がはじまりました。新しい会員の方もたくさんいらっしゃるでしょう。
　ＴＩＣとはどんな組織かどのような活動をしているか、知らない方も多いと思います。 総会の後はＴＩ
Ｃ全体の活動を皆様に知っていただくために、会員向けのガイダンスを行います。対象は５年ぐらい前
に遡っての新会員です。
　特に会員の多い日本語セミナー部や外国語セミナー部、ユース国際交流部の部員は出来るだけ参加
するようお願いします。

・ 日時：  ６月２日（土）　午後 2:00 ～ 3:30
・ 場所：  ヴィータ８階　大会議室
・内容 ：  TIC 活動の映像（12～ 3分）を見た後、各専門部のブースで
      説明を行いますので、是非いずれかの専門部の説明会にもご参加下さい。
　＊詳しくは所属している専門部の代表、または TIC 事務局にお問合わせ下さい。

●日時：　６月２日（土）　
                     午前10:00～12:00     
●会場：　関戸公民館　
                    ８F  大会議室

TAMA CITY INTERNATIONAL CENTER（TIC)  ORIENTATION

多摩市国際交流センター ガ　イ　ダ　ン　ス

WON’T YOU INTRODUCE VARIOUS JAPANESE AND FOREIGN HAND-MADE CRAFTS? 

皆さんの中には、手作りで様々な小物を作ったり、描いたり、また日本文化の知識を

披露できる方がいることでしょう。それを外国人や会員に教えていただけませんか。

　 　 外国のものでも構いません。男性も歓迎します。あまり材料費

がかからず、１回３時間ぐらいで作れるも

の、又は２回にわたって完成できるものが

いいです。

手作りの楽しさを

紹介できる方、是非

ＴＩＣ事務局まで

ご連絡ください。

主催：交流事業部（文化サロン）

募集
手作りの日本の文化・外国の文化を紹介してみませんか

南米カードづくり
「Tarjeteria」

わら細工
絵手紙

会員の
皆さん

へ

月例行事  　REGULAR ACTIVITIES

がいこくじん

がいこくじん

参加者
募集

Particip
ants W

anted

・日時：　第 1･3 木曜日　13:30～16:30  

・場所：　ＴＩＣ活動室 　　＊無料

◎年末年始・祝日と重なった場合を除く。　　　

※相談希望の方は予約が必要です。ＴＩＣ事務局に申し

　込んでください。 

※外国語での相談も受けられます。
       
Every 1st & 3rd Thursdays  1:30-4:30pm  　TIC Room　＊Free
*Please make your reservation at TIC in advance.　
*Counseling in foreign languages also available upon request. 
*Closed during New Year holidays and other holidays.

外国人のための生活相談室
がいこくじん せいかつそうだんしつ

がいこくじん い　　　ばな

外国人のための生け花サロン 

・Date/Time: Every 3rd Wed.  
　　　　　　 10:30 ‒ 12:00
・Place: TIC Room, 7F, VITA 
・Fee (Including flower exp.): 
                 1,000 yen/session
Those who’ll join for the first 
time or want to take a trial 
lesson, please apply to TIC Office 
in advance.

・日　時：第３水曜日　10:30 - 12:00
・場　所：TIC 活動室（ヴィータ　7F) 
・参加費（花代）：1,000 円／１回

日本語教室            Japanese Classes

◇多摩センター Tama Ctr. 月曜午前クラス 11:00～12:50

◇永山 Nagayama　月曜午前クラス 10:00～12:00

◇桜ヶ丘 Sakuragaoka

・木曜午前クラス（Thursday Morning Class） 10:00～12:00

・木曜夜クラス　（Thursday Evening Class） 19:00～21:00

・土曜午後クラス（Saturday Afternoon Class） 14:00～16:00

にほんごきょうしつ

どようごご

もくようごぜん

かつどうしつ

もくようよる

さくらがおか

げつようごぜん

げつようごぜん

ながやま

たま
初めて参加される方、体験し
たい方は事務局へ予約し、当
日 TIC 活動室にお越し下さい。 5/7.14.21　6/4.11.18.25　　

5/7.14.21    6/4.11.18.25

5/10.17.24    6/7.14.21

5/10.17.24    6/7.14.21

5/12.19.26    6/9.16.23

ココリア多摩センター 7階ココリアホール　他
（Mon. Morning Class        Cocolia Hall, 7F, Cocolia Tama Center, etc.

東永山複合施設 302 号室　他

TIC 活動室　　　TIC  Room

TIC 活動室　　　TIC  Room

TIC 活動室　　　TIC  Room

（Mon. Morning Class      Rm. 302, Higashi Nagayama Fukugoshisetsu, etc.）

Ikebana Class
for Foreigners

TIC Counseling
for Foreigners

はじ　　       さんか　　　　　かた　たいけん

かた　    じむきょく　　   よやく　　　  とう

じつ　　  かつどうしつ　　   こ　    くだ

ば　　しょ　　　　     かつどうしつ

さんかひ　　　はなだい　　　　　　　えん　　  　かい

にちじ　　　だい　　　もくようび

ばしょ　　　　　　　　かつどうしつ　　　　むりょう

ねんまつねんし 　しゅくじつ 　かさ　　　　ばあい　  のぞ

たま　　　　　かい　　　　　　　  ほか

ひがしながやまふくごうしせつ　ごうしつ　ほか

そうだんきぼう  　かた　　よやく　 ひつよう　　　　　　  　　じむきょく　  もう

こ

がいこくご　　      そうだん　う

ぼしゅう

てづく　　  たの

みな　　　　なか　　　　　てづく　　さまざま　　こもの　　つく　　　　　　か　　　　　　　　　にほんぶんか　　  ちしき

がいこく　　　　　　　かま　　　　　　　だんせい　かんげい　　　　　　　　　ざいりょうひ

かい　　じかん　　　　　　つく

また　　　かい                               かんせい

ひろう　　　　　かた　　　　　　　　　　　　　　　　　　がいこくじん　かいいん　おし

しょうかい　　　かた　ぜひ

じむきょく

れんらく

て　づく　　　　　に　ほん　　　ぶん　か　　　がいこく　　　ぶん　か　　　しょうかい

小麦粉粘土人形作り
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                       多摩市国際交流センター（TIC)　事務局　
                        Tel. 042-355-2118      
          E-mail:  tic@kdn.biglobe.ne.jp 
                      （件名にタイ料理と記入）

作りましょうを

東京にもタイ料理のレストランが多くなってきました。タイ料理は
日本人に人気で、皆さんも口にしたことがあると思います。
今回はその中でもちょっと辛いグリーンカレーを作ります。
是非ご参加ください。

タ イ 料 理
参加者
募集
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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      ・NPO
グロウバル言語文化研究会       ・河邑公認
会計士事務所     ・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

第１回  日本語ボランティア研修
日本語ボランティア研修を下記の通り行います。ご興味のある方は事
務局までご連絡ください。

６月３日(日)　
・場　所 ：　パルテノン多摩　第２・３会議室
・講　師 ：　岩田  一成先生
 　　       （聖心女子大学　文学部日本語日本文学科
　　　　　　  　准教授）
・テーマ ：     初級対応のコツ
・参加費 ：     会員＝無料　一般＝500円
　　　
・申込・問合せ ：  多摩市国際交流センター（TIC)　事務局　
                                Tel. 042-355-2118      
     E-mail:  tic@kdn.biglobe.ne.jp 
                                             （件名に日本語ボランティア研修と記入）

・日　時  ：

NIHONGO VOLUNTEERS
TRAINING

９：３０～１１：３０

日本語セミナー部

BECOME A MEMBER OF TAMA CITY INTERNATIONAL CENTER!

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。

To become a TIC member,  please complete the registration form 
available at TIC office.  After completing the form, you can pay your 

membership fee  through the post office or directly to TIC Office.

など　など

２０１８年度 会 員 募 集
日本語に
興味のある方

外国語に
興味のある方

パソコンや紙面
作りの好きな方

子どもと一緒に
活動したい方

交流イベントなら
まかせてという方

市民と一緒に楽しく過ごしましょう

Japanese Classes

Foreign Language
Classes

Editing of newsletters

Activities for young students

and many more...

Planning of events

HOW ABOUT JOINING US?  

あ な た も 国 際 交 流 の 輪 に 入 り ま せ ん か

日本語ボランティア 
でない方も 
参加できます。


