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世界は一つ
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ワールド キャンパス インターナショナル（ＷＣＩ）
世界の若者とおしゃべりしよう

JAPANESE BON-ODORI
DANCE FESTIVAL

・日 程： 2019年８月３日
（土）

たちの心意気次第。
英語と日本語を駆使して、積極的な交流をしましょう。訪問着

・場
・集

や袴を着た外国人と一緒に写真を撮るのはいかがですか。

・解

（水）
・日時： 令和元年(2019年)８月７日
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事務局

Ta m a C i t y I n t e r n a t i o n a l C e n t e r

HOW ABOUT GIVING IT A TRY?
Start volunteering to connect with

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。

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: https://www.tic-tama.jp/
Twitter: https://twitter.com/tic_office

発行：広報部

毎月１０日

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 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

外国語で聞く異国の文化
＜公開講座：英語＞

参加者
募集

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： 2019年７月23日
（火）
午前 10:00〜11:30
・場 所： ＴＩＣ活動室
（ヴィータ・コミューネ ７F）
※京王線 聖蹟桜ヶ丘駅前
・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

・ゲスト ： Judy Shinzatoさん
（フィリピン出身）
・テーマ： Cultural diﬀerences and similarities:
Japan and the Philippines
・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。

会員募集

市民と一緒に
楽しく過ごしましょう！

FOREIGN LANGUAGE CLASS: LECTURE IN ENGLISH

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
・パソコンや紙面作りの好きな方
・など など

*Dismiss: Around 9:00pm at TIC Room or Ono Jinja.
*Foreign ladies who want to wear yukata should apply to
TIC by July 27, Sat. (Limited to ﬁrst ten applicants)
*When applying by e-mail, please put “Bon Odori” in the
subject line and specify that you want to wear yukata.
*TIC cellphone: 080-5190-2118（Available on the day of event only)

手続き方法などは最後のページをご覧ください

会
員
募
集

Date : Aug. 3, Sat. ＊Will be cancelled, if it rains.
Place: Ono Jinja (Ichinomiya, Tama City)
Meeting place: 6:15pm TIC Room

主催：ＴＩＣ交流事業部
申込・問合 Application： 多摩市国際交流センター（TIC）Tama City International Center
Tel. 042-355-2118 Fax 042-355-2118 E-mail（件名に
「盆踊り」と明記
＊浴衣を着たい方は「盆踊り浴衣」
と明記

あなたも国 際 交 流の輪に入りませんか

2019年度

＊雨天中止
所： 多摩市一ノ宮
小野神社
＊日本人の参加者は
合： TIC活動室に午後６時15分
会員限定です。
＊TICで浴衣を着る女性は午後５時
散： TIC活動室または小野神社で午後９時頃

浴衣を着たい外国の女性は７月27日
（土）
までにＴＩＣ事務局へ申し
込んでください。
（浴衣の数に限りがあるので申し込み先着10名）
＊TIC携帯電話：０８０−５１９０−２１１８（当日のみ使用）

午前 11:00〜12:00 撮影会と日本の遊び
午後 13:30〜16:00 お国紹介、
ダンス、サイン会など
（WCIから）
和楽器の演奏 (TICから)、
カントリーロードなど
・場所： 関戸公民館 市民ロビー（ヴィータ 7階）

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。

Foreign participants are invited!

浴衣を着て日本の夏のお祭りを楽しんでみませんか？

8 か国 12 人の若者がどんな日本を母国にもって帰るかは、私

多 摩 市 国 際 交 流センター ( T I C )

2019 年

Ｎｏ.195

参加者募集

小野神社の盆踊り

今年も WCⅠの皆さんが多摩市を訪問します。

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