
 

 

< 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 

 

◆2021 年度第 1 回国際協力入門セミナー 

 「いるかと南の島々と～誰かに話したくなる島のはなし～」を開催 

 

 大洋州の島々の文化や魅力を JICA海外協力隊の体験談とパラオへのオンラインツアーを 

通じて紹介します。 

 第一部は JICA 海外協力隊によるバヌアツ・マーシャル諸島の紹介、第二部はパラオの 

非営利企業 Dolphins Pacific がパラオ国際サンゴセンター（パラオ水族館）から中継を 

行います。パラオの美しい自然を見ながら、大洋州の島々に思いを馳せて楽しんで 

いただき、環境問題や気候変動など島々が抱える課題やそれらへの取り組みについても 

一緒に考えてみませんか？ 

【日 時】2021 年 9 月 18 日（土）13:00～15:00 

【会 場】オンライン開催 （Zoomを利用） 

          ※参加にはインターネットに接続し視聴できる機材、環境が必要です。 

【定 員】先着 100 名（参加費無料・要申込） 

【共 催】兵庫県国際交流協会、JICA関西、JICA海外ボランティアひょうご応援団 

【後 援】関西 SDGsプラットフォーム 

【申込方法】兵庫県国際交流協会 HPフォーマット（ https://bit.ly/3yjq4ex ）より申込 

【申込締切】2021年 9月 14 日(火) ※定員に達し次第、受付を終了します。 

【問合先】兵庫県国際交流協会 交流・協力課  

          TEL：078-230-3090（平日 9：00-17：30） 

          Email：hia-ex-co（あっと）net.hyogo-ip.or.jp 

（詳しくは） https://bit.ly/3xqUEBO 

 

____________________________________________________________________ 

◆三田市国際交流協会「外国人のための就労支援セミナー プレ企画（事業者向け）」 

 －外国人スタッフとのコミュニケーションのコツ－ 

 

    ※12 月開催予定の「外国人のための就労支援セミナー（外国人と事業者向け）」の 

     プレイベントとして実施。 

【日 時】2021 年 9 月 16 日（木）14：00～16：00 

【場 所】三田市まちづくり協働センター 多目的ホール  

     (三田駅前キッピーモール 6階) 

【対 象】外国人の雇用に関心のある事業者様 

【内 容】第 1部 職場での事例をもとに、外国人との効果的なコミュニケーションの 

         ノウハウについて。 

     第 2部 外国人スタッフの体験談 



 

 

【参加費】無料 

【定 員】10 事業者 

【主 催】三田市国際交流協会（三田市委託事業） 

【共 催】職場の日本語プロジェクト 

【後 援】三田市商工会 

【募集締切】8月 31 日（火） 

【申込方法】電話、FAX、Eメールにてお申し込みください。 

      TEL 079-559-5164 FAX 079-559-5173 

      Email office（あっと）sia-japan.org 

（詳しくは）http://sia-japan.org/bosyu-syuroushien2021pre/ 

 

____________________________________________________________________ 

◆ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 語学ボランティア募集 

 

【日 時】2022 年 5 月 13 日(金)～5月 29 日(日) 

【場 所】兵庫県（神戸市/尼崎市/姫路市/三木市/加西市/宍粟市/養父市/神河町/香美町/ 

          南あわじ市）及び岡山市 

【内 容】大会受付・誘導、式典補助等の場面での通訳ボランティア 

【言 語】英語、中国語 

【募集数】延べ 1200 人 

【参加費】無料。昼食代(500円相当)、ボランティアキット 3 点（ポロシャツ等）を支給 

【対 象】2003 年 4 月 1 日以前に生まれた方 

【資 格】1)上記の募集対象言語について、日常会話レベル以上の能力を有すること。 

     2)日本語でのコミュニケーション(日常会話レベル)が可能であること。 

【申込締切】2021年 11月 30 日  

【主 催】公益財団法人ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会 

     ワールドマスターズゲームズ 2021関西兵庫県・神戸市実行委員会 

【申込方法】下記WMG2021 関西兵庫県・神戸市実行委員会ボランティアセンターまで 

            メール等でお問合せ下さい。申込用紙をお送りいたします。 

【その他】一般ボランティアの募集もあり。下記 HPよりお申込み下さい。 

     URL ：https://wmg2021.hyogo.jp/volunteer 

【申込・問合先】ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 

        兵庫県・神戸市実行委員会 ボランティアセンター 

          TEL： (078)361-8246  FAX： (078)361-8247 

                Email： info（あっと）wmg2021hyogo-kobe-vol.com 

【大会 HP】大会組織委員会HP：https://wmg2021.jp/ 

     兵庫県実行委員会HP：https://wmg2021.hyogo.jp/ 

____________________________________________________________________ 



 

 

◆2021 国際理解講座 2 (HIA 民間国際交流事業助成事業) 

 「世界を変える」という仕事 － 現場から学ぶ、教育支援の可能性 

 「最高の教育を世界の果てまで」のミッションのもと、映像教育を活用した教育格差の 

  是正に取り組む延岡さんにお話しいただきます。 

【日 時】2021 年 8 月 29 日（日）13:30～15:00 

【場 所】コープこうべ生活文化センター 4 階 

【講 師】延岡 由規(のぶおか ゆうき)氏  

     （認定 NPO法人 e-Education カントリーマネージャー） 

【言 語】日本語 

【定 員】会場 30人（申込順）・Zoom参加 100人  

         （諸事情により、Zoomのみになることもあります） 

【参加費】無料（要申込） 

【対 象】どなたでも 

【申込方法】兵庫県ユニセフ協会 HP 参加申込みフォームから 

【主催・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#event20210829 

 

____________________________________________________________________ 

◆地域の多様性の歴史を学び理解を深めるセミナー (HIA 民間国際交流事業助成事業) 

  第二回「ベトナム人と長田の歴史と今」 

 

  長田は、歴史的に外国にルーツを持つ人々が多く住む、多様性ある地域です。 

地域に暮らす人々の来日経緯や暮らし、現状や取り巻く環境について学び、権利の保障や 

多様性の尊重、相手に歩み寄る姿勢など「多文化共生」に必要な視点を考えてみませんか。 

第二回は長田とベトナムの人々について、経験をもとにしたお話を通して来日経緯や現状を 

学びます。 

【日 時】2021 年 9 月 20 日(月・祝)14:00~16:00 (講義 14:00-15:50・質疑応答 15:50-16:00) 

【場 所】会場(ふたば国際プラザ)とオンライン(ZOOM)の併用 

【講 師】ハ ティ タン ガ氏 (神戸定住外国人支援センター) 

         「インドシナ難民と長田－自身の経験をもとに－」 

          林 貴哉氏 (ベトナム夢 KOBE) 

         「ベトナム人と長田の今－携わる事業をふまえて－」 

【定 員】50 名 (会場：30 名) 

【対 象】地域にお住いの方、外国人支援や交流活動に携わっている方、これから携わる方など 

【参加費】500円 (支払方法などの詳細は下記URLからチラシをご確認ください。) 

【申込み】名前、所属、連絡先、会場またはオンラインのいずれの方法でのご参加かを 

          Googleフォーム URL：<https://forms.gle/JAWVcmX89PQPrLJk7>、 

          または電話、メールでお申し込みください。 



 

 

【主催・問合先】 特定非営利活動法人 神戸定住外国人支援センター(KFC) 担当：大石 

                  Tel：078-612-2402  Email：oishi（あっと）social-b.net  

【締切り】2021 年 9 月 13 日(月) 

（詳しくは）https://www.social-b.net/kfc/whatsnew/seminar2.pdf 

____________________________________________________________________ 

◆外国人への日本語 THANK’s学びの講座「中級会話」 

 

  初級と中級の会話はどのようなところが違うのか、どのようなことに気をつければ 

いいのか、THANK’s「絵を見て話そう 中級会話テキスト」を使って、テキストの 

進め方と、様々な場面や状況での語彙、表現の教え方を学びます。 

【日 時】2021 年 9 月 18 日（土）14：00～16：00 

【場 所】THANK'sにほんご広場（THANK's事務所）オンライン受講可 

     コロナウイルスの感染状況により休講になる場合がございます。 

【言 語】日本語 

【定 員】8 名（4名以下不開講） 

【参加費】1200 円 

【対 象】外国人に日本語を教えたい方、どなたでも。 

【募集締切日】2021 年 9 月 17日（金） 

【申込方法】メール/FAX/TEL 

【主催・申込・問合先】NPO法人 実用日本語教育推進協会（THANK's） 

           TEL：078-891-3030 FAX：078-891-3031 

                   Email： mail（あっと）npo-thanks.jp         

    ※コロナウイルスの感染状況により事務所を閉める場合があるため、 

        申込・問合せはメールでお願いします。 

（詳しくは） https://www.npo-thanks.jp 

 

 


