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と き：令和3年10月15日（金）～ 10月31日（日） 

ところ：国際交流センター内 
 

旭川市国際交流センター内をハロウィーン仕様に飾りつけました。写真撮影がで

きるように特に華やかなコーナーも設置しました。 

※trick or treat は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。 

と き：令和3年10月17日（日）～ 12月5日（日）10:30 ～ 12:00  

 初級・中級 各 全8回 

ところ：国際交流センター 共用会議室1・2 
 

旭川市・近郊の在住外国人が日本語を学ぶ教室です。初級・中級に分かれて開催さ

れ，ひらがな・カタカナ・漢字の読み書きや発音などを楽しく学びました。 

と き：令和3年10月31日（日）10：30 ～ 17：00 

ところ：国際交流センター 交流ラウンジ・共用会議室1 

 

（公社）北海道国際交流・協力総合センターの主催で，コロナ禍で生活に困窮して

いる在住外国人に食料品や日用品の無料提供を行いました。また，HIECCのス

タッフや行政書士による税や在留資格等の相談会も行いました。 

AIC NEWS 

HIECC主催「移動相談会in旭川」「北海道在住外国人緊急支援プロジェクト」 

 Happy Halｌoween Week 

 日本語教室 

と き：令和3年4月9日 ～ 令和4年3月25日  

  昼の部 毎月第2・4金曜日 13:00 ～ 14:00 全24回 

  夜の部 毎月第2金曜日    18:30 ～ 20:30 全12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のガ

ブリエル・ゴンサレスさんをリーダーに，ゲームやおしゃべりを通して英語に親し

みました。 
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と き：令和4年3月20日（日）10:00 ～ 12:00 

ところ：国際交流センター 共用会議室1 

 

好きな色の折り紙やビーズで折り鶴のガーランドを作成しました。鶴を折るのが初

めてという方ばかりでしたが，とても綺麗に出来上がりました。 

医療英語セミナー 

 ハングル講座 

日本文化体験「折り鶴のガーランド」 

と き：令和3年11月30日（火）～ 令和4年1月25日（火）毎週火曜日 全8回 

ところ：国際交流センタ―  共用会議室1 

 

旭川市の姉妹都市・水原(スウォン)市がある韓国のことばを学ぶ初級講座です。発

音や書き方などを一から講師に学びました。 

と き：令和4年2月20日（日）14:00 ～ 15:30 

ところ：オンライン（Zoom） 

 

野球指導員としてブラジルに派遣されていた茶谷 堅志朗さんを講師としてお招き

し，日系人がブラジルに持ち込んだ野球をメインテーマに，派遣生活で見えたブラ 

ジルについてお話しいただきました。 

 異文化理解教室「ブラジルについて教えて！」 

と き：令和3年12月3日（金）18：30 ～ 20:00 

ところ：オンライン（Zoom） 

 

ペルーに派遣されていた青年海外協力隊員 大河原 沙織さんを講師としてお招き

し，世界遺産・マチュピチュについてや，生息する動物たちのことなど，豊かな自

然あふれる中での派遣生活で見えたペルーについてお話しいただきました。 

 異文化理解教室「ペルーについて教えて！」 

と き：令和3年11月3日（水・祝）9：00 ～ 12：00 

ところ：オンライン（Zoom） 

 

国際医療福祉大学医学部 医学教育統括センター 准教授・押味貴之氏、日本大学医

学部 助教・エリック・ハジメ・ジェーゴ氏を講師としてお招きし、患者の生活を

訪ねる英語表現について学びました。一般の方以外にも、医療関係の学生にもご参

加いただきました。 



日本語を学びたい外国人のために、学習支援を行

う「日本語学習支援者」の養成講座です。 

日本語学習支援者として活躍するための初級・入

門の内容を3回に分けて学びます。 

 

 ※日本語教師の資格取得の講座ではありません。 

 
 

 

（と き）9月3日（日）～ 9月17日（日） 

     13:30 ～ 16:30（毎週日曜 全3回） 
 

（ところ）国際交流センター 共用会議室1 
 

 
 

                            

キューバ家庭料理教室 

と き：令和4年3月23日（水）17:00 ～ 19:30 

ところ：ときわ市民ホール 調理実習室（5条通4丁目） 

 

キューバ出身のミレイディス・ゴンザレスさんを講師としてお招きし，豆のサラ

ダ・豆のスープ・パスタ・ひき肉の炒め物を作りました。新型コロナウイルス感染

拡大防止のため，調理後はお弁当にして持ち帰りました。  

と き：令和4年3月31日～  4月30日 

ところ：国際交流センター  

 

旭川市の国際交流員ガブリエル・ゴンザレスさんが旭川生涯学習フェアで行ったア

メリカ音楽講座の内容をもとに，アメリカの歴史を音楽の歴史と共に紹介するパネ

ルを展示しました。 

アメリカ文化講座「アメリカの音楽講座」紹介パネル展示アメリカ文化講座「アメリカの音楽文化」紹介パネル展示 

外国人それぞれのレベルに合わせた日本語の使い

方を学びます。 

日本語を学ぶ外国人の学習支援，日本語教師や日

本語学習支援者の研修や日本語教材の開発など日

本語の普及活動を行っている北海道日本語セン

ターより講師をお招きします。 

 

（と き）7月23日（土） 

     14:00～16:00 
   

（ところ）国際交流センター 共用会議室1 
 

（定 員）19名  

 
 

●発熱やせきなど体調がすぐれない場合は、参加を見合わせてください。 

●マスクは必ず着用してください。（マスクを忘れた場合は参加できません。） 

●参加前後の手洗いをお願いいたします。 

※新型コロナウイルス感染状況等により、延期・中止となる場合がございます。予めご了承ください。 

各種イベントにご参加の際にはご協力くださいますようお願いいたします。 

参加料金・講座内容等の詳細は追って広報誌・HP・

Facebook等でお知らせします。 

参加料金・講座内容等の詳細は追って広報誌・HP・

Facebook等でお知らせします。 
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英語のレッスンではなく,楽しく英語を使ってコ

ミュニケーションをしましょう！英語のレベルに

かかわらずどなたでもご参加いただけます。 

 

※昼の部は毎月第2･4金曜日の月2回、 

 夜の部は毎月第2金曜日の月1回となります。 
 

 

（と き）昼の部 13:00 ～ 14:00（1時間） 

     夜の部 18:30 ～ 20:30（2時間） 
 

（ところ）国際交流センター 共用会議室1 
 

（定 員）昼・夜 各19名  
 

（参加料）1,500円（3カ月･6時間分） 

 

 

旭川市内・旭川市近郊に在住する外国人, 帰国者

で日本語学習を希望する方を対象に日本語教室を

開講します。クラス形式で初級・中級クラスを予

定しております。 
 

 

（と き）6月5日（日）～ 8月7日（日） 

     10:00 ～ 12:00（毎週日曜 全10回） 
 

（ところ）国際交流センター 共用会議室1 
 

（費 用）在住外国人は3,000円  
 

     ※留学生･生活保護受給者は無料                      

10～15分程度，英語を使ってリーダーとしてアクティ

ビティをしてくださった方には，参加費を返却いたし

ます。お気軽にお問い合わせください。  

文字の書き方や発音の初歩から初めますので，こ

れから外国語を始めたい初心者の方にお勧めの講

座です。 

 

（と き） 

 ●ハングル講座 6月14日（火）～ 

 

 ●中国語講座  6月15日（水）～ 

 

 ●ロシア語講座 6月16日（木）～ 

 

 各講座18:30～20:00 各 全 15回 
 

（ところ）国際交流センター 共用会議室1 
 

（受講料）18,000円  
 

 

※テキストは講師が用意するのでテキスト代は不要です。 

                       

※最低開催人数に達しない場合、中止となる場合があります。

予めご了承くださいませ。 

小学生を対象としたこども英語クラブです。 

楽しく英語に親しめるレッスンです。 

小学校1.2年生の部，3.4年生の部，5，6年生の部

の3つに分けて各1回づつ行います。 

 

 

（ところ）国際交流センター 共用会議室1 
 

（定 員）各回 15名 
 

（参加料）500円  

●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。 

書籍のレンタル・DVDの視聴

等は利用登録後, 全て無料で

ご利用いただけます。 

お気軽にカウンターまでお越し

ください。 
 

※2022年3月現在, 一部ご利用いた

だけないものがあります。ご了承くださいませ。 

在庫リスト ↓ 

アメリカンコーナーをご利用ください 

講座内容等の詳細は追って広報誌・HP・Facebook等でお知

らせします。 

④ 



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, 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。 

事前にご連絡の上, 国際交流センターまでお越しください。 

お問い合わせ：0166-25-7491 （平日8時45分～17時15分） 

旭川近郊で活動する団体の一覧を作成しております。下

記URLよりアクセスしてご活用ください。 

また掲載希望の方は旭川市国際交流委員会事務局までお

気軽にご連絡ください。 

 

http:/asahikawaic.jp/ 
internationalact 

国際活動団体一覧をご活用ください 

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。日本語教室の他，ボランティアによ

る個人レッスンのご紹介を行っておりますので，お気軽

にお問い合わせください。 

◆相談可能日時：平日 8時45分 ～ 17時15分 

        （年末年始・施設休業日をのぞく） 

日本語を学びたい外国人の皆さまに 

 

 

 

ボランティアガイド 

ホームステイボランティア 

企画交流ボランティア 

 

◆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 

（ローマ字や固有名詞の表記のガイドラインです） 

AIC発行物をご活用ください 
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コロナ禍により往来が困難な状況の中，青少年オンライン囲碁交流を実施しました。 

両市の友好関係が途切れることのないよう両国の共通の文化である囲碁をとおして交流し，選手達は真剣なま

なざしで対局していました。１９９４年設立以来，友好都市交流として，中国からの留学生等との交流会や日中

友好新春の集いなどを実施しております。ご入会お待ちしています。 

 

 

 

旭川ハルビン友好協会 

連絡先：25-7491 
 

 

 
 

料理教室・文化教室・絵本の読み聞かせ・ゴルフ大会などのイベントを行って

います。 

特に料理教室は毎回キャンセル待ちが出るほどの人気です。 

料理教室の参加費は１回1500円ですが、会員になると無料となります。 

開催日時も、会員には一般の方より早めにお知らせします。 

年会費などについては、カウンター窓口もしくは下記までお問い合わせくださ

い！ 
 

 

旭川日韓友好親善協会  

TEL:25-7491 
 

 

 

 

当委員会は，旭川市の姉妹都市であるアメリカ合衆国イリノイ州ブルー

ミントン･ノーマル両市との友好交流を目的に，青少年の交流事業など

を中心とした活動を行っています。 

●青少年交流事業 

≪中学生の相互派遣≫ 

 ３月 市内中学生をブルーミントン・ノーマル両市へ派遣 

（春休み中，現地でホームステイ） 

 ６月 ブルーミントン･ノーマル両市中学生の受入（ホームステイ） 

≪高校生の相互≫ 

 ８月 市内高校生の派遣・ブルーミントン・ノーマル両市高校生の受入 

（１０か月の交換留学） 

    上記交換学生の壮行会・帰国報告会・歓送迎会等 

●姉妹都市の夕べ（１１月～１２月） 

●アメリカンキルト講習会（１０月～１２月 ５回開催） 

●姉妹都市ニュースの発行（年１回） 

          事務局  TEL:25-7491 FAX：23-4924 

TEL:25-7491


旭川市国際交流センター内には、JICA旭川デスクとして国際協力推進員が配置されています。  

国際協力やJICA海外協力隊の応募相談から、国際理解教育、草の根技術協力事業や中小企業向けの途上

国支援に対するご相談もお受けしています。また、外国人材受入環境や共生社会の構築に向けた取組の

推進もしていきます。国際協力や多文化共生について、お気軽にお問合せ下さい。 

【問合せ先】JICA旭川デスク 担当：薮（やぶ） 

〒070-0031 旭川市1条通8丁目108番地 Feeeal旭川7階 

電話番号：0166-22-8805 

Eメール：jicadpd-desk-asahikawashi@jica.go.jp 

JICA海外協力隊 

※詳しくはJICA海外協力隊のホームページ（QRコード）を

ご覧ください。 

JICA海外協力隊とは、開発途上国や日系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。 

一般案件 シニア案件 

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 

（20歳～６９歳が応募可能） 

シニア海外協力隊／日系社会シニア海外協力隊 

（実務経験15年程度以上等） 

派遣期間 長期派遣1～2年、短期派遣1か月～1年未満 

JICAコーナーをご利用下さい。 

国際交流センター内には「JICAコーナー」を設置しています。 

国際協力やJICA海外協力隊に関する資料や、各種雑誌、イベント情報のほか、SDGsに関する教材・資料を

提供・閲覧することができます。学校現場などですぐにお使いいただけますので是非ご活用ください。  
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○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・平日の祝日・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 

E-mail: toshikoryu@city.asahikawa.hokaido.jp 

旭川市国際交流センター Asahikawa International Center 

 
 

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 
 

 

 

 

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，一部英語・中国語・韓国語サイトもあります。 

 

 http://asahikawaic.jp 

国際交流センター窓口 

国際交流センター全景 

旭川市国際交流センターにぜひお越しください 

ウェブサイトをご覧ください 
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