< イベント・募集情報

>

※メールアドレスの（あっと）は＠に置き換えてください

◆すぐに役立つ日本語講座受講生募集
兵庫県内にお住まい、または通勤・通学されている方ならどなたでも受講できます。
当協会作成のテキスト『できる？できた！！くらしのにほんご』を使い、買い物、役所での
手続き、災害への備えなど、日常生活の 10 の場面において役立つ日本語を学びます。日本で
暮らす外国人県民の方々が自立し、実生活で「できる」ことを増やすことを目指します。
【学習期間】2021 年 8 月 25 日(水)～9 月 17 日(金) （全 18 回）
【時

間】9：30～12：00

【場

所】兵庫県国際交流協会

【申込期間】2021 年 7 月 5 日(月)～8 月 20 日(金)
【申込方法】先着順。申込期間内に申込書を当協会へ持参するかメールまたは FAX で提出。
※申込書は、7 月 5 日から HP でダウンロード可。当協会でも入手可。
http://www.hyogo-ip.or.jp/torikumi/tabunkakyose/yakudatsu/index.html
または、下記 URL の申込フォームに直接ご入力の上、お申し込みください。
https://bit.ly/3ytmr5r
【受講料】4,000 円（テキストは無料配布）
【問合先】兵庫県国際交流協会 多文化共生課
TEL：078-230-3261 FAX：078-230-3280
Email：nihongo（あっと）net.hyogo-ip.or.jp
____________________________________________________________________
◆2021 年度第 2 回 HIA 国際交流サロン「実は似ている!?日本とエジプト」
【日

時】2021 年 8 月 2 日（月）13:30～15:00

【形

式】オンライン（Zoom）

【講

師】藤原ジーナさん 【聞き手】松尾瑞穂さん

【内

容】エジプト料理やエジプトの言葉、エジプトと日本の共通点などの紹介

【定

員】50 名（先着順） 【参加費】無料

【対

象】どなたでも

【主

催】兵庫県国際交流協会

【申込締切日】7 月 21 日（水）
（要事前申込）
【申込方法】https://www.hyogo-ip.or.jp/torikumi/tomonokai/moushikomi0723.html
から申込フォームにアクセスしてお申し込みください。
【問合先】兵庫県国際交流協会 交流・協力課
TEL：078-230-3090 FAX：078-230-3280
Email：hia-ex-co（あっと）net.hyogo-ip.or.jp
（詳しくは） https://www.hyogo-ip.or.jp/torikumi/tomonokai/event/r3salon_egypt.html

____________________________________________________________________
◆第 5 回日本語スピーチコンテスト＆第 2 回のど自慢大会
日本語スピーチコンテストとのど自慢大会の開催にあたって、出場者を募集します。
【日

時】2021 年 11 月 28 日（日）

【場

所】加東市やしろ国際学習塾 L.O.C ホール

【参加費】無料
【対

象】加東市またはその近くに住む外国籍の人

【主

催】加東市国際交流協会

【募集締切日】7 月 30 日（金）
【申込方法】申込用紙に記入して事務所に持参するか、必要事項をメールしてください。
【申込・問合先】NPO 法人加東市国際交流協会
TEL：0795-42-6633 Email：kia（あっと）katokokusai.org
（詳しくは）http://www.katokokusai.org/index.php?pid=20210603112611
____________________________________________________________________
◆第 2 回「わたしの国際交流」展

作品大募集

昨年好評を博した「わたしの国際交流」写真展に、今年は川柳を加え、
「わたしの国際
交流」展として開催します。あなたが体験した国際交流の写真や、国際交流をテーマと
した川柳をぜひお寄せください。たくさんの方々の作品をお待ちしています！
入賞者には、賞に応じた記念品（図書カード）が贈られます。
入賞作品は、11 月 15 日～30 日にイーグレひめじで開催する作品展で一般公開されます。
【参加費】無料
【対

象】姫路市に在住もしくは、在勤・在学の方ならどなたでも

【主

催】姫路市文化国際交流財団

【募集締切日】9 月 25 日（土）
【申込方法】郵送、メール、FAX、HP の応募フォーム、スマホから応募できます。
【申込・問合先】 （公財）姫路市文化国際交流財団「わたしの国際交流」作品展 係
〒670-0012

姫路市本町 68 番地 290 イーグレひめじ 3 階

TEL：079-282-8950

Email：info-iec（あっと）himeji-iec.or.jp

（詳しくは）https://www.himeji-iec.or.jp/6711
____________________________________________________________________
◆「ワークショップ難民 2021」＜Zoom 開催＞
紛争や迫害から逃れ、故郷を追われた難民や国内避難民が世界各地に約 8,000 万人
います。日本にも、様々な国から難民が庇護を求めて来ています。わたしたち自身に
できることは何か、一緒に考えてみませんか。
【日

時】７月 21 日（水）19：00～20：00

【場

所】オンラインでの開催。Web 会議サービス Zoom を使用します。

【言

語】日本語

【定

員】40 名（要事前申込）

【参加費】無料
【対

象】難民問題に関心のある方

【主

催】
（公財）アジア福祉教育財団難民事業本部、（公財）神戸 YMCA

【募集締切日】前日 17：00 まで
【申込方法】こちらの URL より申込フォームにアクセスして申し込んでください。
https://ux.nu/QjPCR
【問合先】難民事業本部関西支部
TEL：078-361-1700 Email：kansai（あっと）rhq.gr.jp
神戸 YMCA 国際・奉仕センター
TEL：078-241-7204

Email：houshi（あっと）kobeymca.org

（詳しくは）https://www.hyogo-ip.or.jp/hyogo-unaj/oshirase/index.html
____________________________________________________________________
◆やどかりのがっこう
コロナで進学・就職ができなかった留学生のみなさん、途中で仕事をやめさせられた
技能実習生のみなさん、もういちど日本語や就職のための勉強をしましょう。日本語学校
での留学期間や技能実習生期間を修了した特定活動ビザ取得者で、日本で就職したい方は、
日本語・介護・建設を無料で学ぶことができます。家賃や水道光熱費の支払いが厳しい方
には無償でお部屋を提供し、企業にインターンシップに行く時には食費や生活費として
活動費を払います。企業がサポートし就職支援まで行うので安心です。
（一財）日本民間公益活動連携機構（JANPIA）の新型コロナウイルス対応緊急支援助成。
【日

時】2021 年 7 月 5 日（月）から随時参加できます。

【対

象】N３（または相応）レベルの方、国籍不問

【参加費】無料
【内

容】N３レベルの日本語や、介護・建設の専門知識を学ぶ（実技もあります）。
試験対策や就職支援があります。
目指すゴール：介護・建設関係の特定技能ビザ取得

【問合先】特定非営利活動法人 Oneself（担当：中野）
TEL：078-224-5247 Email：info（あっと）kobeyadokari.com
※家族滞在ビザ・特定技能からの転職等上記に該当しないご相談でも、同じような
声が多い場合はその都度対応を検討しますので、お気軽にご照会ください。
（詳しくは）https://www.facebook.com/kobe.yadokari/posts/1801367710071288
https://oneself-kobe.org
____________________________________________________________________

◆2021 夏休みユニセフ子ども教室

「外国コインの仕分け」＆「なんでやねん！すごろく」

珍しい外国コインの仕分けを通して、世界の子どもたちの暮らしや、仕分け後の
コインがどのように世界の子どもたちに届けられるのかを知り、すごろくで楽しく
遊びながら「子どもの権利」について考えみよう！
【日

時】2021 年 8 月 7 日（土） 10:30～12:00

【場

所】コープこうべ生活文化センター 4 階

【言

語】日本語

【定

員】15 人（申込順）

【参加費】無料（要申込）
【対

象】小学生

【申込方法】ホームページの申込みフォームより
【主催・申込・問合先】兵庫県ユニセフ協会

TEL：078-435-1605（平日 10:00～16:00）

（詳しくは）https://office-bit.com/unicef-hyogo/activity-event.html#event20210807
____________________________________________________________________
◆「第 26 回ちがうことこそすばらしい子ども作文コンクール」
【応募期間】2021 年 7 月 20 日～9 月 30 日（必着）
【応募資格】日本在住の小学生・中学生・高校生（国籍・言語は問わない）
【作文内容】様々な国にルーツをもった子どもたちが、自分をとりまく仲間、学校、
社会から感じた、考えた思いを綴ったもの。個人創作で未発表のもの。
一人につき 1 点。日本語・中国語・韓国朝鮮語 4000 字以内もしくは欧文
2000 語以内。
【応募方法】作品の題名、名前（注※）
、学校名、学年、性別、国籍、ルーツ、
学校所在地、校内担当者を明記して応募。注※：名前は本名（民族名）
には読み方をつけ、通称名がある場合には併記。応募作品は紙での本文
またはコピーを郵送。
【主

催】全関西在日外国人教育ネットワーク（略称：関西ネット）

【応募・問合先】兵庫県事務局：兵庫県在日外国人教育研究協議会
〒657-0051 神戸市灘区八幡町 4 丁目 9-22 神戸学生青年センター4F
TEL＆FAX：078-861-6888 Email：kengaikyo（あっと）jeans.ocn.ne.jp
（詳しくは）http://kengaikyo.sakura.ne.jp/
____________________________________________________________________

