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new year party
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外国人の皆さん!
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一緒に楽しみましょう。
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軽食を用意しています。
どうぞご参加下さい。
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時： １月18日
（土） 午後１時３０分より
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所： パルテノン多摩 ４F 第１会議室

もうしこ
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えき

(多摩センター駅より徒歩５分)

れんらくさき

た ま しこくさいこうりゅう

▼申込み・連絡先： 多摩市国際交流センター(TIC)
がいこくご

ぶ

外国語セミナー部

Tel. 042-355-2118

月例行事

12/2.9.16 1/6*.20*.27 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 Ctr, etc. *ﾊﾟﾙﾃﾉﾝ Parthenon

月曜午前クラス 10:00〜12:00

東永山複合施設 302 号室 他
Rm. 302, Higashi Nagayama Fukugoshisetsu, etc.）

◇桜ヶ丘 Sakuragaoka

・木曜午前クラス（Thursday Morning Class）10:00〜12:00
TIC 活動室

TIC Room

・木曜夜クラス （Thursday Evening Class）19:00〜21:00
12/5.12 1/9.16.23

TIC 活動室
TIC 活動室

TIC Room

TIC ENGLISH SALON

英

語 サ ロ ン

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。参加する方は当
日直接TIC活動室にお集まり下さい。

・Date/Time: Sat, January 18, 2020
1:30 p.m. ~
・P l a c e : Dai-1 Kaigishitsu, 4F, Parthenon Tama
(5-min walk from Tama Center Station)
・Application/Inquiries :
Tama City International Center (TIC)
Foreign Language Seminar Division
Tel. 042-355-2118

い
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Ikebana Class
for Foreigners

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。

・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

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

TIC Room

・土曜午後クラス（Saturday Afternoon Class）14:00〜16:00
12/7.14.21 1/11.18.25

無料
FREE

外国人のための生け花サロン

◇多摩センター Tama Ctr. 月曜午前クラス 11:00〜12:50

12/5.12 1/9.16.23

Inviting
foreign participants!

To all foreign nationals,
Please join us! There will be performances and
refreshments. Hope you come and enjoy the party.

がいこくじん

日本語教室 Japanese Classes

12/2.9.16 1/6.20.27
（Mon. Morning Class

２０１9 年

Ｎｏ.200

REGULAR ACTIVITIES

にほんごきょうしつ がいこくじん

◇永山 Nagayama

2020

12月号

会員の方は
どなたでも
参加できます
※参加費 100円

【今月の予定】 2019年12月23日
（月） 10：00〜11:30

がいこくじん

せいかつそうだんしつ

外国人のための生活相談室

TIC Counseling
for Foreigners

・日時： 第 1･3 木曜日 13:30〜16:30
・場所： ＴＩＣ活動室
＊無料 Free
◎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
*Appointment is necessary. *Counseling in foreign
languages also available upon request. *Closed during New
Year holidays and other holidays.

テーマ：Climate change
▽次回は 2020年１月27日(月）
です。

TIC事務局の年末年始の休日は、2019年12月28日
（土）から2020年１月4日
（土）
までです。皆さん、
どうぞ良い新年をお迎え下さい。

