まちづくり国際交流センターだより
Nara International Exchange Center News
１．「日本語教室」交流会
２．2012 年度 4 月開講外国語会話講座受講生募集開始
３．公民館英会話 24 年度講座受講生募集開始
４．インフォメーション
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交流を楽しむ「日本語教室」のみなさん（橿原市中央公民館）

ドンドン話せる

楽しい

べんりな 月謝制！

4 月開講外国語会話講座
お得なキャンペーン実施中！

受講生募集
開始！
開始！
受講生募集

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)

・24 年度公民館英会話受講生受付中！

4 月〜４0 回コース

４２, 000 円！

白橿地区、耳成地区、真菅地区、畝傍地区、八木地区の公民館、他で開催！！

・ホームページの無料翻訳最終募集分受付中！（締切：２月２９日）
（奈良県事業）
橿原商工会議所
奈良県橿原市久米町 652-2
電話 0744-28-4400

（社）橿原市経済倶楽部

橿原ライオンズクラブ

奈良県橿原市久米町 652-2
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奈良県橿原市久米町 652-2
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先着 20 社限り！

■「日本語教室」交流会
小雪が舞い、突風が吹くあいにくの天気でしたが、このほど
日本語教室の生徒さん、先生、ボランティアの皆さん約 30 名
の参加のもとに、恒例の交流会が橿原市中央公民館で行われま
した。

先着 20 社限り！

通常授業の後、生徒さん、先生、ボランティアさん差し入れ
の手作り料理や外国のお菓子等を頂きながら、普段の授業では
なかなかできないクラスの枠を超えた交流ができ、生徒・講師・
ボランティアさん間の親睦も深めて頂きました。
楽しい時間はアッという間に過ぎましたが、今年もまた楽し
く日本語を学ぼうと誓い合って散会しました。

中国の生徒さんの手作り料理
「チャーイエダン」

■ 2012 年度 4 月開講外国語会話講座の受講生募集開始！
奈良県で社団法人が運営する唯一の外国語会話校としてご好評を頂いている当センター外
国語会話講座の新学期受講生の募集を始めました。4 月は習い事を始める絶好のチャンス。
この機会に外国語会話の勉強を始めてみませんか？
学校を出てから外国語会話は初めてという方にも、またこれまで学んでこられた方にも楽
しく上達して頂けるようネイティブのベテラン講師が丁寧にご指導いたします。
早期申込割引きの特典もあります。
（詳細はお問合せください）この機会に気分も新たに、趣
味と実益を兼ねて語学の勉強をスタートしましょう！
▲8 カ国語から選べます！
・英語：一般（入門〜上級）、シニア、中学生、小学生､幼稚園、親子
・韓国語・中国語・フランス語・イタリア語・スペイン語・ポルトガル語・タイ語
・多様なレベルのクラスをご用意しております。
添付の時間割をご参照ください。（1 レッスン：50 分）
▲無料体験受付中
ご自分にあったクラスをお選びいただけるよう無料体験レッスンを
ご用意しています。お気軽に電話でご予約ください。
（3 月までの体験レッスンは従来の時間割に基づいて行われます）
▲プライベートレッスンもあります
生徒さんのご希望内容とご都合にあわせて集中的に学べるプライベート
レスンもご用意しています。お気軽にお問い合わせください。
▲ 橿原校、西大寺校、学園前校
お近くの学校をお選びください。

▲月謝制もあります！
受講料は一括払いのほか、便利な月謝制もあります。

お問合わせ・お申し込み先
電話 0744-23-9908
Fax 0744-29-5931
Mail niec@nara-c.com

■ 公民館英会話 24 年度受講生募集開始（40 回コース）
奈良県の「新しい公共のモデル事業」の支援を受
けて昨年 10 月から実施しております公民館英会話
は、24 年度も以下の要領で継続実施することにな
りました。皆さまのご参加をお待ちしています。
▲対象：橿原市在住または勤務の方（高校生以上）
▲実施日・場所：4 月〜翌年３月（全 4０回）
月曜日 畝傍地区公民館
火曜日

白橿地区公民館

水曜日

耳成地区公民館、真菅地区公民館

木曜日

八木地区公民館

金曜日

真菅地区公民館、耳成地区公民館

＊場所は変更になる場合があります。
※その他の地区公民館も現在、調整をしております。

▲講師：英語が母国語のネイティブ講師
▲定員：各クラス 10〜15 人
▲受講料：42,000 円
（40 回、1 回 1,050 円）
▲教材費：3,000 円
▲実施時間（各公民館共通）
初級Ⅰクラス：13：00〜13：50
初級Ⅰクラス：18：00〜18：50

【クラスの目安】
初級Ⅰ：英語にあまり触れたことのない方
初級Ⅱ：英語で簡単なあいさつができる方
中級：英語で日常会話ができる方

初級Ⅱクラス：14：00〜14：50
初級Ⅱクラス：19：00〜19：50
中級クラス：

20：00〜20：50

・

★学校・各地区での交流会★
（講師派遣）

今月も多くの皆様と交流を
持つことができました！

☺国際交流の広場☺

新沢幼稚園（韓国）
今井幼稚園（フィリピン）
11 月 21 日

畝傍東幼稚園 （ブラジル）

11 月 24 日

真菅北幼稚園 （アメリカ）

1 月 12 日

新沢幼稚園 （韓国）

11 月 25 日

真菅北小学校 （カナダ）

1 月 13 日

香久山幼稚園 （カナダ）

11 月 28 日

畝傍東小学校 （フィリピン）

1 月 14 日

八木子ども教室 （アメリカ）

12 月 2 日

白橿南小学校 （フィリピン）

1 月 17 日

畝傍北幼稚園

12 月 19 日 畝傍東小学校 （韓国）

1 月 23 日

今井幼稚園 （フィリピン）

12 月 22 日 面どう子ども会 （アメリカ）

1 月 25 日

川西小学校 （フィリピン）

（ナイジェリア）
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申込・お問合せは（社）まちづくり国際交流センター
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まで

☆外国人スピーチ大会！
「日本語教室」の外国人生徒さんが日本の印象、体験談等に
ついて日本語でスピーチに挑戦します。頑張っている生徒さん
の日ごろの勉強成果をご覧になってください。
日時：２月２6 日（日）、10：00〜
場所：橿原市公民館（小房町）
定員：５０名 （参加費：無料）

☆ 「日本語教室」ボランティア説明会
当センターで運営している在住外国人のための「日本
語教室」で、講師のアシスタントをして頂くボランティ
アさんを対象に、右記の要領で説明会を行います。
ボランティアをして頂ける方は、ぜひご参加いただき
ますようご案内申し上げます。

昨年の入賞者

日時：3 月 11 日（日)、10：00〜12：00
場所：当センター橿原校（5 階）
対象：ボランティア頂ける方どなたでも
講師：日本語主任講師 二宮優子
お申込み先；電話：0744-23-9908
FAX: 0744-29-5931
e-mail: niec@nara-c.com
お名前、電話番号、住所をご連絡ください。

❂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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