
1 日 休館日 

2 月 休館日 

3 火 13:30 日本語サロン 

4 水  

5 木 18:30 日本語会話教室（夜間） 

6 金 10:00 日本語会話教室（午前） 

7 土  

8 日 10:00 子ども日本語ひろば 

9 月 休館日 

10 火 13:30 日本語サロン 

11 水  

12 木 18:30 日本語会話教室（夜間） 

13 金 10:00 日本語会話教室（午前） 

14 土 12:00 お花見ポットラックパーティ 

15 日 休館日 

16 月 休館日 

17 火 
13:30 日本語サロン 

18:30 幹事会 

18 水  

19 木 18:30 日本語会話教室（夜間） 

20 金 10:00 日本語会話教室（午前） 

21 土  

22 日 10:00 子ども日本語ひろば 

23 月 休館日 

24 火 13:30 日本語サロン 

25 水  

26 木 18:30 日本語会話教室（夜間） 

27 金 10:00 日本語会話教室（午前） 

28 土 13:30 FINE発送作業 

29 日 休館日 

30 月 休館日 

４月のイベントカレンダー 

会津若松市国際交流協会 

 アメリカの文化団体ジャパン・ソサエティが主催する国際交流

プ ログラム、ジュニアフェロー・リーダーシップ・プログラムで全

米から選抜された10名のアメリカ人高校生が来日します。会津

滞在中のホストファミリーを募集します。 

主催  ジャパンソサエティー （http://www.japansociety.org/） 

期間   7月14日（土）夕方～22日（日）朝7泊8日 

募集家庭  10家庭（1家庭1名） 

         ※平日、会津学鳳高校への送迎可能な方  

謝礼   21,000円（食費、交通費、施設入館料等のため） 

募集締切   4月30日（月） 

申込み・問合せ   

     ジャパンソサエティ ホームスティ日本側窓口 

     那知上恵一 （TEL 090-2972-0208 

                          Eメール nachi@basil.ocn.ne.jp）   

 アメリカ テキサス州から短大生（20歳）5名が、会津の学校視

察、文化体験を目的として来日します。日本文化に興味があり、

素朴で明るい学生のみなさんです。会津でホストファミリーに

なってくれる方を募集します。 

主催   会津国際女性協会（AILA） 

期間   6月15日（金）夕方〜6月17日（日）夕方2泊3日 

      募集家庭  5家庭（1家庭1名） 

※謝礼等はご用意できませんので、ボランティアでの受け入れ

をお願いいたします。 

募集締切  4月30日（月）まで 

申込み・問合せ  会津国際女性協会  

                          理事長 小澤（TEL0242-93-7621  

                    Eメール aila.in.aizu@gmail.com） 

 おしゃべりをしながら、情報紙FINEの発送作業（封詰め、糊付

など）のお手伝いをしてみませんか？どなたでもお気軽にご参

加ください。 

日 時  4月28日（土） 13:30～   

場 所  当協会  

お手伝いお願いします 

〒965-0871 会津若松市栄町2-14 

レオクラブガーデンスクエア5階 

TEL 0242-27-3703  FAX 0242-27-3704 

ホームページ http://awia.jp メール mail@awia.jp 

ホストファミリー募集 ① 

ホストファミリー募集 ② 
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お友達、ご家族、同僚の方々など･･･ご紹介下さい！ 問合せ･申込は当協会事務局へ！ 
  

    会津若松市国際交流協会では会員を募集しています。会員の方には、情報紙FINEを毎月お送りします。 
  Like what you see in these pages? Why not receive news (English information in Just The Fax) and opportunities  
 every month as a member? 

  欢迎你加入会津若松市国际交流协会｡ 每月我们将为每位会员邮送中文或日文的信息报纸。 

  아이즈와카마츠시 국제교류협회에서는 회원을 모집하고 있습니다. 친구분들, 가족분들, 회사동료분들을 소개해 주시기 바랍니다.  

             会員登録の更新をお願いします 

会
員
登
録 

更
新
の
お
願
い 

 

 平成30年度のスタートです。昨年度は会員の皆様方からのご支援、ご協力のもと、充実した事業を展開す

ることができました。ありがとうございました。今年度も皆様からの声を大事に、より一層充実した活動を

進めてまいります。 

 会員の方には振込用紙を同封します。お近くの東邦銀行よりお振込みいただければ、手数料はかかりま

せん。当協会事務所まで直接ご持参頂くのも大歓迎です。新規会員も大募集中です！ご家族やお友達など

当協会の活動に興味のある方がいらっしゃいましたらご紹介ください。退会希望、住所変更等のある場合は

ご連絡ください。 
 

★年会費（平成30年4月～翌年3月） 個人1口 2,000円、 学生1口  1,000円、 法人・団体 1口 10,000円 

★会員の方の特典 当協会の情報紙の送付、各種講座・イベント等の参加費割引、書籍の無料貸し出し 

 

お
花
見
パ
ー
テ
ィ 

 毎年恒例、お花見パーティを開催します！新しいお友達を作りたい方、外国人と仲良くなりたい方、ぜひご

参加ください。ご家族やお友達と一緒の参加も大歓迎です！皆さんで楽しい時間を過ごしましょう！ 

日 時  4月14日（土）12：00～15:00 

場 所  興徳寺境内 
      （神明通り商店街第一駐車場隣） 

参加費  100円 

申込み  4月13日（金）まで当協会へ 

※雨天時は当協会事務所で実施。天候が不安 

 定な時は、当協会へ電話でご確認ください。 

≪持ち物≫ 

※各自1品持ち寄りでご参加ください（ご家族で参

加の方はご家族1品で構いません）。飲み物（ソフ

トドリンク）は当協会で用意します。アルコール類

が飲みたい方は各自ご持参ください。 

※ゴミを極力出さないよう、使い捨てでない箸、

皿、カップを各自ご持参ください。 

 「子ども日本語ひろば」では、外国にルーツを持ち、日本語の日常会話や学習に困難を感じている子どもた

ちの学習サポートを行っています。入学や進級し、新しく始まる学校生活や日本語での学習に、不安を感じて

いるお子さんがいれば、ぜひ一度ご相談ください。現在、3か国7人のお子さんが学んでいます。年尐者向け

の日本語学習用教材の紹介、高校受験等の情報提供や相談等も行っています。 

日 時  第2・4・5日曜 10:00～12:00 （通年）    

場 所  協会事務所 

指導者  日本語指導経験がある、または教員退職者の日本語ボランティア 

参加費  年間1,000円 （参加には保護者の当協会への会員登録が必要です。） 

子
ど
も
日
本
語 
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 平成29年度は、国際交流員のマガレット・プライスさんと馬嘉利さん、事務局

員の鵜川香さんが退任し、その後、黄衛さんとタミー・シャオさんの国際交流員

着任がありました。当協会にとっては別れと出会いの１年でした。新しい人との

出会いは、新しい世界、新しい自分自身との出会いでもあります。30年度は、ど

んな出会いが待っているでしょう。 

 イベントの参加はちょっとご無沙汰という方も、今年度はぜひ、何かひとつイ

ベントに参加してみませんか。「新しい何か」が見つかるかもしれません。 

5月  
9日  荊州市医療研修生受入（～10月） 

14日 語学ボランティア説明会 

14日 日本文化体験講座  

    着付け＆お茶体験 

27日 ワールドツアー食シリーズ  

    インドネシア編 

4月 
22日 日本語ボランティア説明会 

23日 お花見パーティ 

★日本語会話教室 
 春期 （4月～6月／全12回） 

 夜間クラス  毎週木曜日 

 午前クラス  毎週金曜日 

 秋期 （9月～12月／全12回） 

 夜間クラス  毎週木曜日 

 午前クラス  毎週金曜日 

 

 

★子ども日本語ひろば  
 第2・4・5日曜日（通年） 

  

 

★英語カフェ 
 高校生対象英語クラス   

 6～9月 

各種講座の開催 

★日本語サロン   

 毎週火曜日（通年） 

  

★ハローワールドクラブ  
市内小学生対象 

国際理解・英語クラス   

毎月最終土曜日  

（6月～3月／全9回） 

七夕飾りを作りま

した。短冊に書い

た願いごとは 

なに？ 

ブラジルについて 

学びました。 
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7月  

23日  

会員交流イベント   

          （ＢＢＱ） 

6月 
  3日  会員総会 

            記念講演会 

      （荊州市医療研修生歓迎会） 

25日  外国語おはなしのへや 

10月  

12～24日 JICA青年研修事業  

                中南米グループ 

        （観光振興分野）受入 

   18日 ワールドツアー 中南米編 

   20日 荊州市医療研修生送別会 

8月  
4～6日 荊州市民親子ホームスティ・ 

      交流プログラム 

9月  
23日 会津まつり  

    外国語インフォメーションデスク 

 

29日 坂本達氏講演会 
     

    演題 「単独自転車 

    世界一周から、 

    家族4人の六大陸 

    大冒険へ」 

11月 12日 国際理解講座 

            ～あなたにとって豊かさとは～ 

         25日 日本語ではなそう   

12月  

9日 ワールドツアー食シリーズ チリ編 

1月  

27日  

新年ポットラックパーティ 

2月  

17日 ワールドツアー 

    食シリーズ ブラジル編 

25日 外国語おはなしのへや 

3月  
9～11日 ノースカロライナ大学シャーロット校 

      大学生ホームスティ受入 

31日 会員交流会（ボウリング＆懇親会） 

竹田綜合病院で研修し

した馬莉さんと朱燕妮

さんは、中国荊州市の

病院で活躍しているこ

とでしょう。 


