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まちづくり国際交流センターだより
Nara International Exchange Center News
１．タイ王国の青年研修とホームステイ実施
２．イングリッシュ・エコ・キャンプ報告
３．学童保育―地域循環型子育て支援及び
国際貢献事業
４．インフォメーション

2011 年

10・11 月号

奈良ストップ温暖化の会から講師をお招きし、ペットボトルでソーラー・ランタンを作りました。
（8 月 6 日エコ・キャンプで）

ドンドン話せる

楽しい

べんりな 月謝制！

外国語会話講座

無料体験
受付中！

2 名限定クラス、プライベートレスンもあります

英語・韓国語・中国語・タイ語・イタリア語・フランス語・スペイン語・ポルトガル語

詳細は当センターまでお問い合わせください(電話：0744-23-9908)

・ 中小企業の海外事業戦略に朗報！ホームページの無料翻訳第 2 期受付中！
・ 11 月 10 日〜23 日：JICA 研修事業タイ青少年育成コース受け入れ
・ 留学生宿舎入居者募集中！私費留学生 15,000 円、日本人学生 25,000（月額）
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先着 20 社限り！

■ タイ王国の青年研修とホームステイ実施

平成 23 年度ＪＩＣＡ研修事業としてタイ王国の青少年育成研
修（16 名）を当センターで受託し、来る 11 月 10 日(木)から 11
月 23 日(水)までの 2 週間、奈良県内の行政・自治体等で体験・視 先着 20
察を含めた各種研修を行うことになりました。

社限り！

また、この研修の一環として今回もホームステイプログラムを実
施しますので、当プログラムにご協力頂けるホストファミリー（受
け入れ家庭）を募集しています。「ほほえみの国」タイ王国にご興
味をお持ちの方、この機会にご家族ぐるみでタイ青年との交流を体
験されませんか？
■ ホームステイの期間
11 月 18 日（金）〜20 日（日）（2 泊 3 日）
詳しくはお問合せください。
電話 0744-23-9908 e-mail: niec@nara-c.com
美しい海と白砂を持つプーケット

■イングリッシュ・エコ・キャンプ報告（曽爾高原）
当センター夏の恒例イベント「イングリッシュ・エコ・キャンプ２０１１」を８月５日（金）
〜６日（土）の２日間、「国立曽爾青少年自然の家」で行いました。今年は参加者（小学３−６
年生）、外国人講師（アメリカ、カナダ）、ボランティアスタッフと当センターのスタッフを含め
計３２名が大自然の中で、２日間楽しく、充実した日を過ごしました。
８月５日、当センターに集合後、約１時間半をかけてバスで移動。
車中では、英語で挨拶の練習や歌などを歌っている間に、アッとい
う間に曽爾高原に到着しました。
到着後、英語で自己紹介ゲームなどをした後には、始めて会う仲
間に緊張していた気持ちも一気にとんでいったのか、楽しい笑顔が
たくさん見られました。夕食を食べる頃には外は大雨でしたが、夜
は室内のアクティビティで盛り上がりました。クイズで頭を使った
後は、ゲームやダンスで体を使い、汗をかいて夜のアクティビティ
の時間を楽しみました。
翌日は、６時に起床。高原のすがすがしい空気をいっぱい吸って
元気よくラジオ体操をしました。朝食後は、フォトテーリング。グ
ループ毎地図を片手に大自然を体感しながら、いろいろな指令やク
イズに答えていきました。フォトグラファー（写真家）になった気
分でグループ毎、たくさん写真もとりました。午後は、ソーラー・
ランタン作りに挑戦。奈良ストップ温暖化の会から講師を招き、節
電にまつわるお話を聞いた後、ペットボトルをリサイクルし、太陽
電池を取り付けるソーラー・ランタンを見事に作り上げました。部
屋を暗くしてランタンを灯したときには、 わぁーっ と歓声があが
りました。

カウボーイダンスを練習中

ソーラー・ランタンが完成！

フォトテーリングに出発！
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その後、曽爾高原をあとにしキャンプを終了しました。
ご協力頂きましたボランティアの皆さんのおかげで今年も
皆楽しい思いでとともに、無事に帰路に着くことができま
した。ご協力頂き、心からお礼申し上げます。

■ 学童保育―地域循環型子育て支援及び国際貢献事業
先月号でご紹介させていただきましたが、本年度の奈良県の政策のひとつである「新しい公共
のモデル事業」に当センターの提案事業が採択されました。この事業は、橿原市、奈良県学童保
育支援センター、そして大和まほろばＮＰＯセンターと連携して行います。
具体的な実施施策としましては、英語講師を学童保育の現場に派遣し、学童
保育の子どもたちに英語力と国際感覚を身につけていただくことを目的とし
て実施いたします。
一方、この学童保育事業を実施するための原資の一助として、地域の皆さん
には以下のスケジュールで英語を学んでいただき、地域ごとで顔の見えるコミュニティを構築し、
地域循環型の安全で安心のまちづくりに寄与していくことをめざしています。
今年度は橿原市内の下記４カ所（〜5 ヵ所）で、来年度は８カ所で実施予定しています。
多くの方々のご参加をお待ちしています。英会話教室の実施要領は以下のとおりです。
▲ 実施日・場所：１０月１７日（月）
〜来年３月末（全２０回）

▲実施時間
・英会話（橿原市に在住又は勤務の高校生以上の方）

畝傍地区公民館（月曜日）

入門クラス：13：00〜13：50

白橿地区公民館（火曜日）

入門クラス：18：00〜18：50

耳成地区公民館（水曜日）

初級クラス：14：00〜14：50

八木地区公民館（木曜日）

初級クラス：19：00〜19：50

真菅地区公民館（金曜日）

中級クラス：20：00〜20：50

＊場所は変更になる場合があります。

・講師：アメリカ人（予定）
・定員：各クラス 10〜15 人

● 問合せ・申込先：
まちづくり国際交流センター
電話：0744-23-9908

・受講料：10,000 円（20 回：1 回あたり 500 円）
・教材費：1,000 円

【クラスの目安】入門：学校卒業後、英語にほとんど触れたことのない方
初級：簡単な挨拶ぐらいはできるが、まだ会話はできない方
中級：日常生活の一般的な会話はある程度こなせる方

☺国際交流の広場☺

★学校・各地区での交流会★
（講師派遣）

今月も多くの皆さん
と交流を持つことが
できました！

8 月 20 日

八木地域子ども教室 ネパール

9月6日

今井小学校 カナダ

真菅幼稚園

9月9日

真菅幼稚園 フィリピン

フィリピン

9月9日
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まで

☆10 月・11 月のイベントご案内
以下のイベントに外国料理（ブラジル、韓国）を販売予定です。是非おこしください！
夢の森フェスタ：10 月 8 日（土）＆9 日（日）（10 時〜17 時、9 日は 16：30 まで）
場所：橿原神宮遊苑
■ かしはら商工まつり：10 月 21 日（金）＆22 日（土）
（10 時〜16 時）
場所：橿原第 1 体育館周辺（近鉄「畝傍御陵前」駅から徒歩 5 分）
■ エコフェスタ 2011：11 月 6 日（日）
（10 時〜16 時）場所：橿原文化会館前広場

■

☆ 世界の文化交流（サンバ・サルサ・アシェー等）
南米のダンス等を踊りながら楽しく交流しませんか？
日時：第 2＆第４土曜日 19：15〜20：45
場所：橿原市中央公民館 講師：大原エリザベス先生
定員：30 名程度
参加費：1 回 800 円（小学生以下は無料）

❂外国人相談窓口❂
英語：月曜〜金曜 9:00〜17:00
中国語：火曜〜土曜 9:00〜17:00
ポルトガル語：月曜/水曜/金曜 9:00〜11:30
※ なるべく早めに電話予約をお願い致します。
※ 上記以外の言語につきましてはお問い合わせください。
まちづくり国際交流センター（橿原事務所）

まちづくり国際交流センター（西大寺駅前校）

〒631-0821 奈良市西大寺東町 2-1-4 桐山ビル１F
TEL：0742-33-5931 FAX: 0744-29-5931

まちづくり国際交流センター（学園前校）

〒634-0813 奈良県橿原市四条町 818-9
TEL：0744-23-9908 FAX: 0744-29-5931
U R L：http://nara-c.com E-Mail：niec@nara-c.com
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