AIC NEWS

ファンフライデー
と

き：平成29年4月14日～平成30年3月23日
昼の部 13:00 ～ 14:00 第2・4金曜日
夜の部 18:30 ～ 20:30 第2金曜日

ところ：国際交流センター 共用会議室1
楽しく英語を話す場として毎年リピーターの多いFun Fridays。CIRのダニエル･リザラガさ
んを中心におしゃべりとゲームを通して英語に親しみました。

日本語教室
と

き：平成29年4月4日 ～6月6日 15:45 ～17:15

毎週火曜日

全10回

ところ：国際交流センター 共用会議室１
色々な国からの留学生や旭川市在住の外国人を対象とした日本語教室で, 初級レベルの日本語
を学びました。日本語で書くことによって正しい発音をしているか確かめたり、ゲームを交
えて楽しく勉強しました。

外国語講座（ハングル・ロシア語・中国語）
と

き：平成29年5月9日（火）～9月28日（木） 18:30 ～ 20:00
ハングル：毎週火曜日 ロシア語：毎週水曜日 中国語：毎週木曜日

全２０回

ところ：国際交流センター 共用会議室１
姉妹都市・友好都市各国の言語を学ぶ外国語講座です。いずれも初級講座を開講しました。
言葉を知ることによってそれぞれの国をより身近に感じられます。受講者同士も語学を通し
て親睦を深めました。

ＪＩＣＡ研修員と一緒に動物園へ行こう！
と

き：平成29年7月22日（土） 10:00 ～ 12:00

ところ：旭山動物園
アフリカ地域から保健行政の研修のため来旭していた研修員たちと一緒に旭山動物園へ行き
ました。アフリカにはいない動物たちを見て喜んだ研修員たちに英語でガイドをしたり会話
したりしながら交流を深めました。
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異文化理解教室
『ルーマニアについて教えて！』
と

き：平成29年6月22日（木） 16:30 ～ 17:30

ところ：国際交流センター 共用会議室2
ルーマニアからの留学生サラ・ペーテルさんを講師としてお招きし, ルーマニアの文化や産
品, 言語, 歴史について講演していただきました。
質疑応答を交えて, 若い人の目から見たルーマニアについてを学びました。

『パラグアイについて教えて！』
と

き：平成30年2月8日（木） 14:30 ～ 15:30

ところ：国際交流センター 共用会議室1
JICA青年海外協力隊としてパラグアイヘ派遣されていた旭川市の保健師･松田梓さんを講師と
してお招きし, 実際住んでに感じたパラグアイについてお話していただきました。

キューバ家庭料理教室
と

き：平成29年7月26日 （水） 17:00～ 19:30

ところ：ときわ市民ホール
キューバ出身のゴンザレス･ミレイディスさんを講師としてお招きし, キューバの家庭料理を4
品作りました。日本では珍しい料理を講師とお話をしながらみんなで作り, キューバの家庭に
ついて学びました。

フレンドシップ・パーティー
と

き：平成29年9月23日（土） 10:00 ～ 11:40

ところ：ディノスボウル
留学生やJICA農民主体型用水管理システムの研修で来旭していたアフリカ地域の研修員, 在住
外国人の方々と旭川市民, AICボランティアがボウリングを通じて交流しました。ボウリング
が初めての外国人の方も多く, とても楽しんでいる様子で, 親睦を深めていました。

Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｄｓ
と

き：平成29年10月3日 ～ 10月31日

毎週火曜日 全5回 16:00 ～ 16:50

ところ：国際交流センター 共用会議室1
小学校1･2年生を対象に, 楽しく英語に親しむ英会話クラスです。CIRのダニエル･リゼラガさ
ん, 助手の教育大学旭川校の学生さんと一緒に色や動物, 食べもの, 体のパーツに関する単語な
どを学びました。英語を使った歌やダンスなども大変好評でした。

②

ハッピー・ハロウィン・ウィーク
◆飾付◆
と き：平成29年10月14日（土） 10:30 ～ 11:30
ところ：国際交流センター 交流ラウンジ
◆ハッピーハロウィンウィーク◆
と き：平成29年10月23日（月） ～ 10月31日（火）
ところ：国際交流センター
企画交流ボランティアの皆さんと一緒にセンター内をハロウィン仕様に飾り付け, 国際交流セ
ンターへ来てくれた子供たちにお菓子をプレゼントしました。

第12回 医療英語セミナー
と

き：平成29年11月3日（木･祝）
午前の部 10:30 ～ 12:30
午後の部 13:30 ～ 16:30

ところ：国際交流センター 交流ラウンジ
午前と午後の二部構成で, 医療現場で役立つ英語を実践的に学ぶセミナーです。午前の部は英
語での診療案内の仕方について, 午後の部は英語でのインフォームドコンセントについて学び
ました。

日本文化体験 豆腐作り
と

き：平成29年12月26日（火） 13:00 ～ 15:15

ところ：ときわ市民ホール
旭川市在住の外国人の方や, 留学生と一緒に日本の伝統食品である豆腐を作りました。
大豆からにがりを使って作り, 途中でできる湯葉も味見して楽しんでいました。

ロシア文化講座
『ロシアのお正月とクリスマス』
と

き：平成29年12月20日（水） 18:30 ～ 20:45

ところ：国際交流センター 交流ラウンジ･共用会議室1
ロシア出身のCIRマリア・セメノヴァさんを講師としてお招きし, ロシアのクリスマスやお正
月の過ごし方についてお話ししていただきました。講演だけでなく, ゲームをしたり, この時
期のロシアの定番のお菓子を食べたりもしながらロシアの文化について学びました。

『マースレニツァについて学ぼう!』
と

き：平成30年3月17日（土） 13:00 ～ 17:00

ところ：ときわ市民ホール
ロシアで春を迎え, 厄除けのイベントとして開催されるマースレニツァについての講座を開催
しました。マースレニツァについての講演の後, ゲームをしたり, ロシアの伝統料理・ブリ
ヌィを作って食べるなど, ロシア文化への理解を深めました。

③

◆講演『HIPHOP音楽でわかるアメリカ社会』
と

き：平成29年6月26日（月） 18:30～20:00

ところ：国際交流センター 交流ラウンジ
在札幌米国領事館よりハービー･ビーズリー領事を講師としてお招きし, アメリカ社会の問題
や歴史についてお話していただきました。
音楽を通じて姉妹都市アメリカについて知識を深めました。

◆英語で絵本の読み聞かせ
と

き：平成29年8月2日（水） 11:00～12:00

ところ：国際交流センター 交流ラウンジ
在札幌米国領事館よりレイチェル･ブルネット-チェン首席領事を講師としてお招きし, アメリ
カで子供たちに人気の絵本の英語での読み聞かせをしていただきました。

◆ハロウィンのおはなしとオーナメントつくり
と

き：平成29年10月14日（土） 13:00～14:15

ところ：国際交流センター 交流ラウンジ
在札幌米国領事館よりハービー･ビーズリー領事を講師としてお招きし, アメリカと日本のハ
ロウィンの違いや, ポピュラーなハロウィンのイベントについてお話ししていただきました。
その後, こどもたちはおばけのオーナメントを作りました。

◆クリスマスの季節に楽しむオーナメントつくりⅡ
と

き：平成29年12月16日（土） 14:00～15:30

ところ：国際交流センター 交流ラウンジ
在札幌米国領事館よりハービー･ビーズリー領事を講師としてお招きし, ホワイトハウスのク
リスマスの飾付など, アメリカのクリスマスについてお話ししていただきました。
その後, 領事を交え参加者でクリスマスのオーナメントを作りました。
◆Happy Easter‼
と

き：平成30年3月10日（土） 11:00～12:00

ところ：国際交流センター 交流ラウンジ
在札幌米国領事館よりレイチェル･ブルネット-チェン首席領事を講師としてお招きし, アメリ
カで子供たちに人気の絵本の英語での読み聞かせをしていただきました。その後, 首席領事
を交え参加者でイースターエッグのペインティングをしました。

●図書の貸し出し
●CD･DVDのセンター内での視聴
●米国政府在外公館と共催のイベント
など, 幅広く活動しています。
利用登録後, 無料でお使いいただけますので
お気軽にカウンターまでお越しくださいませ。

設置図書及び映像
のリストはこちらから

④

▷

JICA関連事業

◁

JICA（国際協力機構）の研修プログラムを通して, 開発途上国から毎年多くの研修員が来旭していま
す。AICボランティアによるホームステイ体験の他, 各種イベントを提供しています。
□JICA 農民主体型用水管理システム（A）

2018年5月16日（水）～７月4日（水）

① 分野：農業用水管理
② 人数：7名程度
□JICA アフリカ地域 地域保健担当官のための保健行政（A）

2018年6月11日（月）～8月8日（水）

① 分野：保健行政
② 人数：9名程度 ビジット開催（予定）：7月上旬頃予定
□JICA 農民参加型用水管理システム（C）

2018年8月8日（水）～9月27日（木）

① 分野：農業用水管理
② 人数：7 名程度 交流事業開催予定

JICAボランティアを年２回募集しています。（春募集4月･秋募集10月）
JICAボランティアとは, 開発途上国や日系人社会からの要請に基づき, 自分の持っている技術や経験を活かし
てみたいという方を派遣する事業です。現地の人と同じ言葉を話し, ともに生活･協働しながら開発途上国の
国づくりのために協力する草の根レベルのボランティアです。

春から夏にかけて旭川市には多くのJICA研修員が滞在します。AIC

国際交流センター内には国際協力に関する資料をJICA

ではホームステイボランティアを始め皆さんのご協力により様々な

コーナーとして設置しています。（各種雑誌, ニュースレ

国の方との交流事業を楽しみながら行っています。

ター, イベント情報, 海外ボランティアの募集パンフレッ
トなど）ぜひご利用ください。

28

平成29年度JICA地域保健担当官はAICボランティア・旭川市民と
一緒に旭山動物園へ行きました。

⑤

▷

AIC 2018年度の事業予定

◁

レベルにかかわらず, どなたでもご参加いただ

旭川市内に在住する外国人, 帰国者で日本語学習

けます。

を希望する方を対象に日本語教室を開講する予定

※昼の部は毎月第2･4金曜日の2回、

です。クラス形式で入門・初級クラスを予定して

夜の部は毎月第2金曜日の1回となります。
（と

夜の部

18:30 ～ 20:30（２時間）

（ところ）国際交流センター
（定

おります。

き）昼の部 13:00 ～ 14:00（１時間）
（と

き）4月4日（水）～6月6日（水）

共用会議室1

15:45 ～ 17:15（全10回）

員）30名

（参加料）1,500円（3カ月･6時間分）

（ところ）国際交流センター

ファン・フライデーで１回でもリーダーをされる方は,
参加料が免除されます。リーダーをやってみたい方は
ご連絡ください。

（費

共用会議室1

用）在住外国人は3,000円
※留学生･生活保護受給者は無料

初心者を対象にした「外国語講座」。
小学校1, 2年生を対象としたこども英語クラブです。

毎週１回、１時間半の講座です。
（と

（と

き）ハングル講座 5月 8日（火） より
ロシア語講座

5月 9日（水） より

中国語講座

5月10日（木）より

（定

10月 ～ 11月

16：00 ～ 16：50

全5回

18:30 ～ 20:00 全20回
（ところ）国際交流センター

き）

（ところ）

国際交流センター

（定

1クラス

員）

（参加料）

共用会議室1

共用会議室1

30名

1,500円

（全５回分）

員）30名

（受講料）12,000円＋教材費実費負担（全20回分）

Apple

Lion

旭川市は, 現在海外では4か国5都市と姉妹・友好都市を提携しています。
アメリカ:ブルーミントン･ノーマル両市, ロシア:ユジノ･サハリンスク市, 韓国:水原市, 中国:哈爾賓市です。
旭川市国際交流委員会では青少年交流事業を始め姉妹都市・友好都市との交流事業を旭川市と一緒に行っています。

⑥

▷

AICからのお知らせ

◁

ご自分の経験や趣味, 特技を活かしてボランティア活動してみませんか。

ボランティアガイド
旭川市や市内の公益活動を行う団体等が実施する国際交流事業において, 外国人の通訳や案内, 私文書や非営利文書の翻訳を行い
ます。 登録条件：外国語の能力を有し, 国際交流に理解と熱意がある方。

ホームステイボランティア
外国人の宿泊を伴う家庭滞在を受け入れていただき, 日本の家庭生活を体験する機会を提供していただくものです。
登録条件：ご家族全員が受け入れに賛同し, 好意で外国人を受け入れていただける家庭。

企画交流ボランティア
委員会が主催する国際交流事業の企画・運営等を担当していただくものです。

登録条件：国際交流に理解と熱意がある方。

登録のお申込み
ご登録は電話やメールでは受け付けておりませんので必ず事前にご連絡の上, 国際交流センター内事務局までお越しください。
また, ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

TEL：0166-25-7491 （平日 ８時４５分～１７時１５分）

国際活動団体一覧をご活用ください

日本語を学びたい外国人の皆さまに
お知らせください

旭川近郊で活動する団体の一覧を作成しております。

旭川市国際交流委員会では, 在住外国人支援の一環

下記URLよりアクセスしてご活用ください。

として日本語を学びたい方への相談に応じていま

また掲載希望の方は旭川市国際交流委員会事務局まで

す。お気軽にお問い合わせください。

お気軽にご連絡ください。

◆相談可能日時：

http:/asahikawaic.jp/
internationalact

毎週月曜日～金曜日

9：00 ～ 17：00

（土曜日・日曜日・休日・年末年始を除く）

ウェブサイト（http://asahikawaic.jp）からもダウンロードできます。
英語情報誌 ASAHIKAWA Info （月1回）
Enjoy Living in Asahikawa （旭川での生活ガイド

日・英併記）

Map of Asahikawa （旭川中心市街地の地図及び広域地図。日本語・英語・韓国
語・中国語・ロシア語対応です）

あさひかわ英語表記ガイドライン（ローマ字表記や固有名詞の表記のガイドラインです）

⑦

国際交流に興味ある方が集い, 情報交換し, 交流
できる拠点として, 様々な機能を充実させています。
■窓口多言語対応による外国人相談
（英語・中国語・スペイン語）
＊日によって対応可能言語が変わります
■Wi-Fiの利用
■図書・DVDの貸出
■アメリカン・コーナー書籍貸出・CD/DVDの視聴
■展示・交流スペースの貸出
（貸出に規定がありますのでご相談ください）
■各種情報発信・姉妹都市展示・JICAコーナー
■国際交流関係のイベントの開催 ほか

国際交流センター全景
国際交流センター窓口

当センターの詳しい情報をはじめ様々なイベントのお知らせ, 募集,
イベントギャラリーなど, 旭川市の国際交流に関する情報を発信しております。
日本語のほかに英語・中国語・韓国語サイトもあります。

http://asahikawaic.jp
旭川市国際交流センター
Asahikawa International Center
旭川市国際交流委員会
Asahikawa International Committee
○所在地
〒070-0031
旭川市1条通8丁目

フィール旭川7階

○開設時間
月～金
土・日・祝

10：00～19：30
10：00～17：00

○駐車場
近隣有料駐車場をご利用ください。
○お問い合わせ先
TEL：0166－25－7491
FAX：0166－23－4924
E-mail: toshikoryu@city.asahikawa.hokaido.jp
⑧

