
地中海と大西洋とサハラ砂漠に囲まれた素晴らしい景観の国
モロッコを、モロッコ出身の講師が紹介します。

▼日　時：　2019年 2月11日（月・祝）　午後２時～４時    （茶話会あり）
▼場　所：　関戸公民館大会議室 （VITA 7階）   ＊聖蹟桜ヶ丘駅より徒歩２分
▼対　象：　中学生以上
▼定　員：　60人（先着順）
▼費　用：　300円
▼内　容：　モロッコの国情と文化、生活、日本での体験など）
▼講　師：　渡辺  アミナ氏 （仏語講師・アラビア語通訳）

▼申し込み・問合せ先：
 　　２月８日（金）までに、電話・ファクシミリまたはメールで、
 　　氏名・電話番号・講座名「国際理解講座モロッコ」を記入し、
 　　多摩市国際交流センター(TIC）へ 
　　　　　　☎ 042-355-2118　Fax 042-355-2104
  （祝日を除く火曜～土曜　10：00～17：00）
 　　 E-mail    tic@kdn.biglobe.ne.jp

悠久の国「モロッコ」

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直接ＴＩＣ活動室にお集まりください。
参加費は１００円です。

【今月の予定】 　 ・日  時：　2019年１月28日（月）      午前  10：00～11:30
 　　　  ・テーマ：  Attractions of Tama City

→次回は　2019年２月25日（月）　です。

英 語 サ ロ ン
T I C  E N G L I S H  S A L ON

会員の方は
どなたでも参加
できます

参加者
　募集

あなたも国際交流の
輪に入りませんか

会 員 募 集

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下さい

To participate and cooperate in 
various activities, please contact us. 
And to become a member, please 
complete the registration form 
available at TIC Office.

国 際 理 解 講 座
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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/    
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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

・対象：パソコン
　　　　基本操作
　　　　できる方

パワーポイントでプレゼンを作ろう
・日　時：　2019年１月24日（木）
　　　　　午後１３：0０～
・場　所： 　ＴＩＣ活動室
・講　師：　 宮﨑  裕さん（ＴＩＣ会員）
・持ち物：　 ノートパソコン
・費　用：　無料　
・申込み：　多摩市国際交流センター（ＴＩＣ)　
　　　　　Tel. 042-355-2118

会員
限定

パワーポイントも
使えるようになりたい方

簡単なプレゼン
の発表したい方

初めて参加される方も
どうぞご参加ください

power point

　テーブルに外国人の方々の手料理が並び、日本語に交じって英語、中国語など
が飛び交う中、今年も「Year- end Party」がはじまりました。5 クラスの日本語
学習者は家族で参加する方も多く、小さい子どももちょこちょこと歩き回っています。
前半は飲食をしながらの交流会。
　懐かしい顔もあり、おしゃべりに花が咲きます。
後半は各クラスが勉強の合間を縫って練習した出
し物。多摩センタークラスの歌「雪山賛歌」の英
語の歌詞は皆さんおなじみの「愛しのクレメンタ
イン」そして中国語はなんと「新年好」で始まる
お正月の歌でした。続く土曜クラスはフラダンス。
他のクラスの外国人も音楽に合わせて、即興のダ
ンサーになって踊りました。永山クラスは外国人
がセリフを言いボランティアは絵の登場人物を動
かして「大きなかぶ」の劇を。木曜夜は楽しいク
イズに景品も出ました。
　そして最後は木曜午前の阿波踊り。今年は連
の方たちがお囃子もにぎやかに登場。最後はみ
んなで阿波踊りの輪に入り、にぎやかに踊りまし
た。
　外国人の方々は日本語の勉強と共に日本の
様々なことを日々経験して暮らしています。2019
年もお互いに楽しく勉強していきたいと思います。

日本語セミナー    YEAR-END PARTY 2018
日時：平成 30年 12月16日（日）　       場所：パルテノン多摩第 1会議室

活 　 動 　 報 　 告

参加者募集



　25年の歴史は長いようでもあり、短いようでもあります。市
役所の仮住まいの日本語教室や広報誌の編集から、6 年目
に桜ケ丘の事務局を借りることができ、すべての活動の拠点
としてここで日本語を教えたり、外国語を勉強したり、イベント
の案を練ったり、今では約 450 人の会員が活動しています。
25周年を記念して記念号と新しいＤＶＤを作成しました。
　同時に行われた国際フェスタのテーマは「ハワイ」と「オリ
ンピック・パラリンピック」また市の主催で 1日、ヴィータホー
ルで行われた「おもてなし講演会＆トークショー」では1部の
朝原宣治さんの気さくなお人柄がにじみ出たオリンピックの
お話を、2 部の土田和歌子さんとのトークショーでは海外で
受けたおもてなしが身に染みるという、2020 大会に私たち
が心すべきお話を、楽しくきかせていただきました。
　ロビーではフラダンスやハワイアンバンドが華やかに演奏
と踊りを披露し、お客も満員。
　ギャラリーはハワイの紹介、オリンピックのボランティアに
ついて、パラリンピックの競技などの展示、土田和歌子さんが
使用しているパラトライアスロンのバイクの展示もあり人眼
を引きました。また外国人のスピーチ発表会では 12 人の外
国人がスピーチをし，聴衆も感心したり笑ったり。難民支援団
体のビーズアクセサリーの販売もあり、中身の濃いイベント
でした。

ＴＩＣ 25周年記念・国際フェスタin TAMA 2018

活 　 動 　 報 　 告

日時：平成30年12月1日（土）2日（日）　場所：関戸公民館ヴィータ7階、8階

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
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・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。

1/7.21.28　2/4.18.25

1/7.21.28    2/4.18.25

1/10.17.24   2/7.14.21.28

1/10.17.24   2/7.14.21.28

1/12.19.26    2/2.16.23

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

小麦粉粘土人形作り
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　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

・対象：パソコン
　　　　基本操作
　　　　できる方

パワーポイントでプレゼンを作ろう
・日　時：　2019年１月24日（木）
　　　　　午後１３：0０～
・場　所： 　ＴＩＣ活動室
・講　師：　 宮﨑  裕さん（ＴＩＣ会員）
・持ち物：　 ノートパソコン
・費　用：　無料　
・申込み：　多摩市国際交流センター（ＴＩＣ)　
　　　　　Tel. 042-355-2118

会員
限定

パワーポイントも
使えるようになりたい方

簡単なプレゼン
の発表したい方

初めて参加される方も
どうぞご参加ください

power point

　テーブルに外国人の方々の手料理が並び、日本語に交じって英語、中国語など
が飛び交う中、今年も「Year- end Party」がはじまりました。5 クラスの日本語
学習者は家族で参加する方も多く、小さい子どももちょこちょこと歩き回っています。
前半は飲食をしながらの交流会。
　懐かしい顔もあり、おしゃべりに花が咲きます。
後半は各クラスが勉強の合間を縫って練習した出
し物。多摩センタークラスの歌「雪山賛歌」の英
語の歌詞は皆さんおなじみの「愛しのクレメンタ
イン」そして中国語はなんと「新年好」で始まる
お正月の歌でした。続く土曜クラスはフラダンス。
他のクラスの外国人も音楽に合わせて、即興のダ
ンサーになって踊りました。永山クラスは外国人
がセリフを言いボランティアは絵の登場人物を動
かして「大きなかぶ」の劇を。木曜夜は楽しいク
イズに景品も出ました。
　そして最後は木曜午前の阿波踊り。今年は連
の方たちがお囃子もにぎやかに登場。最後はみ
んなで阿波踊りの輪に入り、にぎやかに踊りまし
た。
　外国人の方々は日本語の勉強と共に日本の
様々なことを日々経験して暮らしています。2019
年もお互いに楽しく勉強していきたいと思います。

日本語セミナー    YEAR-END PARTY 2018
日時：平成 30年 12月16日（日）　       場所：パルテノン多摩第 1会議室

活 　 動 　 報 　 告

参加者募集


