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１．第 13 回「日本語教室」外国人スピーチ大会
２．24 年度外国語会話講座開講〜受講生募集中！
３．イングリッシュ・エコ・キャンプ 2012
４．異文化交流〜外国人講師を派遣中！
５．寄付文化醸成のための NPO・企業・行政のフォーラム開催

夏 号

「日本語教室」の生徒さんによるスピーチ大会が行われました（橿原市中央公民館にて）

ドンドン話せる

楽しい

べんりな 月謝制！

24 年度開講外国語会話講座
お得なキャンペーン実施中！

受講生
募集中！

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

英会話

地区公民館コース受講生募集中！

1050 円/1 回（50 分）

（この事業は新しい公共モデル事業として奈良県の助成を受けて橿原市と共催で実施しています）
白橿地区、耳成地区、真菅地区、畝傍地区、八木地区、鴨公地区の公民館で開催！！

・イングリシュエコキャンプ開催１泊２日参加費１５,０００円
橿原商工会議所
奈良県橿原市久米町 652-2
電話 0744-28-4400

（８月実施）

（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
電話 0744-28-4410

奈良県橿原市久米町 652-2
電話 0744-28-2266
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先着 20 社限り！

■ 第 13 回「日本語教室」外国人スピーチ大会
在住外国人の日本語学習のために当センターが運営してい
る「日本語教室」の生徒さんが、日ごろの学習成果を発表する
恒例の日本語スピーチ大会が、このほど橿原市中央公民館(小房
町)で行われました。

先着 20 社限り！

このスピーチ大会は今年で 13 回目になりますが、今回は中
国、ベトナム、イギリス、スエーデンの４カ国の生徒さん 10
名が約 50 名の参観者を前に日ごろの勉強成果を日本語で披露
しました。
スピーチのテーマは自由ですが、日本人の親切さ、満開の
桜の下で食べたお弁当、また日本の技術等、実体験で感じた
こと、感動等をスピーチされ、会場はユーモアあふれる楽し
いスピーチに大いに盛り上がりました。

表彰状を受け取る入賞者

スピーチの後、日本語講師の厳正なる審査の結果、「きれいに話せたで賞」、「感動したで賞」、
「おもしろかったで賞」の各賞が発表され、受賞者には賞状と景品が贈られました。
表彰のあと、生徒さん、ボランティアの皆さん、
講師の先生方を交えての交流を楽しんでいただ
きました。
平成 24 年度の日本語教室は４月１５日（日）
からスタートしました。また今年一年頑張りま
スピーチされたみなさん
しょう！！

■ 24 年度外国語会話講座の受講生募集中！
社団法人が運営する安心の外国語会話校としてご好評を頂いて
いる当センターの 24 年度外国語会話講座が開講しました。

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
が丁寧にご指導いたします。この機会に気分も新たに、趣味と実
益を兼ねて外国語会話の勉強を始めましょう！
◆橿原校、西大寺校、学園前校からお選びください。
◆無料体験をして頂けます。
実際の授業を体験頂き、ご自分にあったレベルのクラスをお選び
ください。
お問い合わせ・お申込み先
◆プライベートレッスン
電話：0744-23-9908
ご希望の内容とご都合に合わせて集中的に学べます。
Fax: 0744-29-5931
◆受講料の支払い方法
一括払いのほかに、便利な月謝制もあります。
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■イングリッシュ・エコ・キャンプ２０１２（曽爾高原）
夏の恒例イベント「イングリッシュ・エコ・キャンプを、今年も
「国立曽爾青少年自然の家」で実施します。外国人講師（アメリカ、
カナダ）と一緒に涼しい高原で、英語と大自然にしたしみませんか？
●実施日：①8/3(金）〜4 日（土）
、②8/14 日（火）〜15(水）
●対象：小学３〜６年生
●参加費：15,000 円（1 人）

お問い合わせ・申し込み：橿原事務所（0744-23-9908）
★キャンプのお手伝い頂けるボランティアさんも募集中！

昨年のエコ・キャンプから

■異文化交流〜外国人講師を派遣します〜
外国人講師が各種団体（町内会、子ども会、学童・サークル・ＰＴＡ等）を訪問し、異文化への
興味や理解を広げ、広い視野を持った人材育成をお手伝いします。
◎費用：

講師１名 15,750 円（税込み・９０分程度まで。詳細はご相談ください）
交通費、材料費等別途必要
申し込み・問い合わせ 0744-23-9908

■橿原市中央公民館フェスタ
生涯学習の一環として「ネットワーク橿原」及び「橿原市中央公民
館利用団体協議会」（会長：まちづくり国際交流センター理事長吉田
浩巳）主催の公民館フェスタがこのほど 2 日間にわたり、開催されま
した。このフェスタは利用団体の皆さんが日ごろの活動成果を発表す
るイベントで、学習内容はコーラス、吹奏楽、ダンス、陶芸等多岐に
わたっており、それぞれ趣向を凝らした発表や展示、即売会等を行い
ました。当センターも韓国料理のトッポギ等を販売し、多くの方々と交流を持ちました。

■寄付文化醸成のためのＮＰＯ・企業・行政のフォーラム
2 月 26 日（日）橿原市の万葉ホールで、ＮＰＯ・企業・行政による
フォーラムが開かれました。
（主催：奈良県くらし創造部協働推進課、
（特活）大和まほろばＮＰＯセンター、協賛：まちづくり国際交流セ
ンター）
このフォーラムは４月からの寄付税制が改正されることによる、企
業や個人からＮＰＯ法人へ寄付が増えることが期待されるため、奈良
県の新しい公共支援事業の一環として開催されました。
冒頭、奈良県くらし創造部協働推進課上山幸寛課長から奈良県のＮ
ＰＯの現状・課題及び寄付文化醸成に向けた県の取組方針等について
お話いただきました。続くパネルディスカッションでは、メリーラン
ド州ＮＰＯセンター最高執行責任者のジャスティン・ポロックさんか
ら、米国のＮＰＯ活動の現状、評価基準、資金調達、より強い NPO
づくりの手段等につき発表いただきました。
約１５０名の参加者のもとに熱心な意見交換がおこなわれました。
そして今回のフォーラムがＮＰＯの活動を強化する「寄付文化醸成」
の第１歩となることを期待しながら盛況裡に終わりました。

税改正についての講演
協働推進課上山課長

パネリストのみなさん
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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

☆8 月にミニ留学体験

０７４４−２３−９９０８

まで

〜日本にいながら海外留学のように毎日英語に触れます〜

第１回８月６日〜１０日、第２回１３日〜１７日、第３回２０日〜２4 日、第４回２７日〜３１日
１週間、毎日３時間の英語を使ってプチ留学体験。午前の部と午後の部があります。
最高で２０日間の留学体験、毎日英語に接することができます。
小学校低学年コース、高学年コース、中学生コースがあります。
募集人員はそれぞれ１０名程度、費用２０,０００円（５日間） 場所：当センター（橿原校）

☆ 「日本語教室」ボランティア説明会、今後も実施！
3 月 11 日（日)、当センターに於いて、24 年度「日本語教室」の
ボランティア説明会を行いました。 日本語で何かサポートを と思っ
てくださっている方々１３名が集まり、語学としての日本語の仕組み
や、ボランティアの役割等についてご説明しました。今後も毎月末の
日曜日に、公民館での授業が終わったあと、このような説明会を実施
する予定です。ボランティア頂ける方は電話でご予約頂き、お気軽に
ご参加ください。〔日本語教室主任講師：二宮優子〕電話 0744-23-9908
❂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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〒631-0036 奈良市学園北 1-15-1 近鉄鶴舞ビル１F
TEL: 0742-43-0609 FAX: 0744-29-5931

