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と き：令和元年5月8日（水）～ 9月25日（水）18:30 ～ 20:00 全20回 

ところ：国際交流センター 共用会議室1 
 

旭川市の友好都市・ユジノサハリンスク市があるロシアのことばを学ぶ初級講座です。読み

書きが難しいことばですが，楽しみながら学べました。 

と き：令和元年5月7日（火）～ 9月17日（火）18:30 ～ 20:00 全20回 

ところ：国際交流センター 共用会議室1 
 

旭川市の姉妹都市・水原市がある韓国のことばを学ぶ初級講座です。韓国の音楽やドラマの

人気もあり，毎年多くの人が受講しています。 

と き：令和元年5月9日（木）～ 9月26日（木）18:30 ～ 20:00 全20回 

ところ：国際交流センター 共用会議室1 
 

旭川市の友好都市・哈爾濱市がある中国のことばを学ぶ初級講座です。同じ漢字圏でも難し

い発音などがあり，中国人留学生の講師に一から教えてもらいました。 

① 

AIC NEWS 

 中国語講座 

 ロシア語講座 

 ハングル講座 

と き：平成31年4月12日 ～ 令和2年2月14日  
  昼の部 毎月第2・4金曜日 13:00 ～ 14:00 全21回 

  夜の部 毎月第2金曜日    18:30 ～ 20:30 全11回 

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，毎年人気でリピーターが多いFun Fridays。CIRのダニエル・リ

ザラガさんをリーダーに，ゲームやおしゃべりを通して英語に親しみました。 

   ※新型コロナウイルス感染防止のため, 2月28日（昼の部）より中止 

 Fun Fridays    



        ② 

『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。 

 

 

Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｄｓ 

と き：令和元年5月17日（金） 17:30 ～ 18:00 

ところ：国際交流センター 共用会議室1 
 

イギリスからの帰国子女を講師としてお迎えし，実際に体験したイギリスと日本の学校教育の

違いについて，クイズも交えながらお話ししていただきました。 

Ｈａｐｐｙ Ｈａｌｌｏｗｅｅｎ Ｗｅｅｋ 

と き：令和元年7月6日（土）13:30 ～ 15:30 

ところ：国際交流センター 交流ラウンジ 
 

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，ロシアの教育制度について

お話しいただきました。ロシアのお菓子やハーブティーを楽しみながら，ロシアについて理

解を深めました。 

 異文化理解教室 「イギリスについて教えて！」 

 ジョージア料理教室 

 ロシア文化講座 「ロシアの教育制度について」 

と き：令和元年5月19日（日） 

 第1部 12:00 ～ 15:00 ,  第2部 16:00 ～ 19:00 

ところ：神楽公民館2階 調理実習室（神楽3条6丁目） 
 

ジョージア出身で，ユジノサハリンスク市内にあるレストランのシェフ，シャルワ・ミカワ氏

を講師としてお招きし，ジョージアの定番料理である「チャハフビリ」「ヒンカリ」「バドリ

ジャーニ」の3品を作りました。日本では珍しいジョージア料理を調理・試食し, 講師との交

流も楽しみました。 

と き：令和元年6月2日（日）～ 10月20日（日）10:30 ～ 12:00 

初級 6月2日より隔週日曜日 10回開催 

中級 6月9日より隔週日曜日 10回開催 

ところ：国際交流センター 共用会議室1 
 

様々な国からの留学生や，在住外国人を対象とした日本語教室を開催しました。受講者のレ

ベルに合わせ，初級・中級のクラスに分かれたレッスンで，読み書きや発音など，ゲームを

交えながら楽しく学びました。  

 日本語教室 



        ③ 

『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。 

 

 

Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｄｓ 

と き：令和元年5月17日（金） 17:30 ～ 18:00 

ところ：国際交流センター 共用会議室1 
 

イギリスからの帰国子女を講師としてお迎えし，実際に体験したイギリスと日本の学校教育の

違いについて，クイズも交えながらお話ししていただきました。 

Ｈａｐｐｙ Ｈａｌｌｏｗｅｅｎ Ｗｅｅｋ 

と き：令和元年11月5日（火）～ 12月4日（水）16:45 ～ 17:30   全5回 

    小学1・2年生の部 毎週火曜日，小学3・4年生の部 毎週水曜日 

ところ：国際交流センター 共用会議室1 
 

小学1・2年生，3・4年生を対象に，CIRのダニエル・リザラガさんと一緒に英語に親しみま

した。アルファベットからスタートし，色や動物，気分，身体の各部に関する英語を歌やダ

ンスを交えながら学びました。 

 異文化理解教室 「イギリスについて教えて！」 

 ジョージア料理教室 

 Heｌlo Kids 

と き：令和元年11月3日（日・祝）10:30 ～ 16:30 

          午前の部： 13:30～16:30「外国人患者さんが病院にやって来た！ 

                      受付で役に立つ医療英会話のスキル」 

          午後の部： 10:30～12:30「英語で診療! みんなで診断を考えよう!」 

ところ：国際交流センター 交流ラウンジ 
 

国際医療福祉大学医学部 医学教育統括センター，日本大学医学部より講師をお招きし，医療

現場で役立つ英語を実践的に学ぶセミナーです。 

  

 医療英語セミナー 

と き：令和元年9月8日（日）13:30 ～ 15:30 

ところ：ディノスボウル（大雪通5丁目） 
 

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・フランス語圏のJICA研修員

や，在住外国人と旭川市民，AICボランティアがボウリングを通じて交流しました。研修員は

ボウリングが初体験の方も多く，とても楽しんでいる様子でした。  

と き：令和元年9月13日（金）14:30 ～ 15:30 

ところ：国際交流センター 共用会議室2 
 

スペイン・バルセロナ市にサッカー指導者として留学していた旭川大学准教授・木﨑次郎氏を

講師としてお招きし，実際に体験した内容をもとに写真なども交えてお話しいただきました。 

と き：令和元年10月21日（月）～  10月31日（木）  

ところ：国際交流センター  
 

国際交流センターをハロウィン仕様に飾り付け, 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。みんな元気に「トリック・オア・トリート」と言えました。 

 フレンドシップ・パーティー 

 異文化理解教室 「スペインについて教えて！」 

 Happy Halloween Week 



 

               

④ 

と き：令和元年11月23日（土・祝） 13:30 ～ 16:00 

ところ：国際交流センター 交流ラウンジ 
 

参加者は当日のくじ引きで決定した2人1組になり，アメリカに関係する様々なクイズに挑戦

しました。今年も旭川東高等学校クイズ研究会が問題作成・当日の司会進行などを引き受けて

くださり, 2度目の開催も大盛況の楽しいイベントになりました。 

と き：令和2年1月15日（水） 13:30  ～ 14:30 

ところ：在札幌米国総領事館（札幌市中央区北1条西28丁目） 
  

「アメリカを横断しないミラクルクイズ大会」の副賞として，優勝チーム2名と，クイズ大会

にご協力いただいた旭川東高等学校クイズ研究会のみなさんが，在札幌米国総領事館へ招待さ

れました。普段は入ることのできない領事館内を見学し，領事館の仕事やアメリカ文化につい

て学びました。 

と き：令和元年12月7日（土） 13:30 ～ 16:00 

ところ：国際交流センター 共用会議室２及び交流ラウンジ 

 

在札幌米国総領事館よりアンドリュー・リー総領事をお招きし，自身のクリスマスの体験を

お話しいただいた後，みんなで映画「シュレック」を鑑賞しました。ジンジャーブレッドマ

ンクッキーを使ったクリスマスオーナメントも作り，アメリカ文化について理解を深めまし

た。 

第2回 アメリカを横断しないミラクルクイズ大会 

 在札幌米国総領事館ツアー 

 シュレック上映会とクリスマス飾り作り 

旭川市国際交流センター内アメリカンコー

ナーでは, 

●アメリカに関する絵本や図書の貸し出し 

●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。 

書籍やディスクは随時新作が

入荷しております。 

利用登録後, 全て無料でご利

用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。 

在庫リスト ↓ 

※2020年3月現在, 一部ご利用いただけないものがあります。ご了承くださいますようお願い申し上げます。 



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。 
 

 

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。 
 

 

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。 
 

 

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。 
 

      

登録は電話やメールでは受け付けておりません。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。            

旭川市国際交流委員会では, 在住外国人支援の一環として日本語を学びたい方への相談に応じています。 

お気軽にお問い合わせください。 

◆日時：平日 8時45分 ～ 17時15分（休日・年末年始を除く） 

企画交流ボランティア 

ホームステイボランティア 

ボランティアガイド 

        ⑤ 

申し込み 

TEL：0166-25-7491 （平日 ８時４５分～１７時１５分） 

日本語を学びたい外国人の皆さまにお知らせください 

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 

JICA海外協力隊とは、開発途上国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。 
JICA海外協力隊（長期派遣）には、「一般案件」と「シ
ニア案件」の2つの応募区分があります。 
応募区分によってJICA海外協力隊の種類（呼称）が異な
ります。 
 

【 募 集 期】春募集・秋募集の年2回  
【派遣期間】１～2年  
【対象年齢】20～69歳  
      ※一部の要請は45歳以下の方が対象です。 
 

■一般案件（広く職種で応募する区分） 
「自分の持っている技術・知識や経験を開発途上国の人々のために生かしたい」という強い意欲を持つ方が、職種を選んで
応募します。 
派遣の種類（呼称）：青年海外協力隊、海外協力隊、日系社会青年海外協力隊、日系社会海外協力隊 
 

■シニア案件（一定以上の経験・技能等が必要な個別案件へ応募する区分） 

「自分の持っている専門的な技術・知識や経験を開発途上国の人々のために生かしたい」という強い意欲を持つ方が、より

専門性の高い案件を選んで応募します。 

派遣の種類（呼称）：シニア海外協力隊、日系社会シニア海外協力隊 

詳しくは「JICA海外協力隊」WEBサイトへ   https://www.jica.go.jp/volunteer 



 

 

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 

（条件がありますのでご相談ください） 

■各種情報発信・姉妹友好都市展示・JICAコーナー 

■国際交流関係イベントの開催 ほか 
 

 

 

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, 国際交流団体の一覧など, 旭川市の国際交流に関する 

情報を発信しています。                          

英語情報誌 ASAHIKAWA Info や, 生活ガイドのほか，旭川中心市街地  

の地図及び広域地図なども英中韓露各言語により発行して 

います。 

 http://asahikawaic.jp 

旭川市国際交流センターにぜひお越しください 

        ⑥ 

国際交流センター窓口 国際交流センター全景 

ウェブサイトをご覧ください 

           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         10：00～17：15 

                         火～金    10：00～19：30 

                         土・日        10：00～17：00 

                         休業日    12月30日～1月4日・月～金の祝日・ 

                                   施設休業日         
                      

                        ○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 


