
 
 

< イベント・募集情報 > 
◆2020 年度兵庫 EU セミナー ヨーロッパのハート「チェコ」 
【日 時】2021 年 2 月 3 日（水）15:00～16:30（14:50 開場） 
【会 場】オンライン（web 会議システム Zoom 利用） 
【内 容】2020 年に日本とチェコ共和国が交流 100 周年を迎えたことを記念し、 
          日本在住歴 15 年の在堺チェコ共和国名誉領事館職員 スザンカ ハニ 
          バロヴァー氏を招き、同国の歴史・文化等の魅力を伝えるとともに、 
          同国の現状や日本との関わりについてご講演いただきます。 
【言 語】日本語 
【定 員】80 名（先着順） 
【参加費】無料  
【主 催】兵庫県国際交流協会、兵庫 EU 協会、神戸大学大学院国際文化学研究科 
【後 援】在堺チェコ共和国名誉領事館 
【申込方法】下記必要事項をメールでお送りください。 
      1. 件名「2 月 3 日 EU セミナー申込」   2. 氏名(ふりがな)  
            3. 連絡先(電話番号、E-mail アドレス)  4. 所属先(お勤め先、学校等) 
【申込・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  
                E-mail： hia-ex-co（あっと）net.hyogo-ip.or.jp  
        ※（あっと）を＠に変更してください。 
（詳しくは）http://www.hyogo-ip.or.jp/interest/kouryuukyouryoku/czech.html 
____________________________________________________________________ 
◆2021 年度民間国際交流事業助成制度 事業募集のお知らせ 
  兵庫県国際交流協会では、県民の国際交流・協力活動や多文化共生に向けた 
  活動を育成・奨励するため、先駆的・先導的な国際交流事業に対して助成金を 
  交付しています。このたび、令和 3 年度の助成事業の募集を行います。 
【対象団体】兵庫県内に所在する国際交流活動や多文化共生に向けた活動に 
            継続的に取り組む民間の非営利団体・グループ 
【助成金額】募集要項に定める事業助成対象経費の合計額の 2 分の 1 以内で、 
            最高 10 万円まで 
【募集期限】2021 年１月 29 日（金）必着 
【問合先】  兵庫県国際交流協会 交流・協力課 
            TEL：078-230-3090   E-mail：hia-ex-co（あっと）net.hyogo-ip.or.jp   
                 ※（あっと）を＠に変更してください。 
 (詳しくは) http://www.hyogo-ip.or.jp/torikumi/kokusaikoryu/subsidy01.html 
_____________________________________________________________________ 
◆2020 年度第 2 回国際協力入門セミナー 中米 5 ヶ国独立 200 周年 
「喫茶カリブ ～コーヒーから知る、中米の魅力～」 
【日 時】2021 年 2 月 20 日（土） 13:00～15:10 



 
 

【実施方法】オンラインでの開催（Zoom 使用） 
   ※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。 
【内 容】・アイスブレイク 「まずはコーヒーをいれてみよう！」 
          ・第 1 部 「中米の深いい話～中米ってどんなとこ？～」 
     登壇者：中原 篤史氏（ホンジュラス国立フランシスコ・モラサン 
                 教育大学 客員教授） 
          ・第 2 部 「コーヒーを求めて」（元中米協力隊員３名によるパネルトーク） 
     登壇者：今井 英里氏（カトラッチャ珈琲焙煎所 オーナー） 
      門川 雄輔氏（COYOTE マネージャー、グリーンバイヤー） 
      大島 愛氏（NatuRica 合同会社 代表） 
【定 員】90 名（先着順・事前申込が必要） 
【参加費】無料 
【早期申込特典】1 月 31 日までにお申し込みの方にドリップコーヒー（1 パック）郵送 
【申込締切】2 月 17 日（水） 
【共 催】国際協力機構関西センター（JICA 関西）、兵庫県国際交流協会、 
          JICA 海外ボランティアひょうご応援団 
【申込方法】申込フォームによる申込み  https://bit.ly/2WjFpu5 
【申込・問合先】JICA 関西 市民参加協力課 
        TEL：078-261-0384（平日 10：00～17：30） 
     E-mail：jicaksic-renkei（あっと）jica.go.jp 
            ※（あっと）を＠に変更してください。 
（詳しくは）https://bit.ly/38HjiVC 
____________________________________________________________________ 
◆姫路市文化国際交流財団 やさしい日本語講座 受講生募集【New】 
              ※3 回とも受講していただくのが前提の講座です。 
【日 時】1. 2021 年 3 月 13 日（土）13:00～15:00 
          2. 2021 年 3 月 14 日（日）10:00～12:00 
          3. 2021 年 3 月 14 日（日）13:00～15:15 
【場 所】 姫路市市民会館 3 階 中ホール（第 2 会議室）  
【内 容】1.「やさしい日本語」基礎編（講師：福井武司氏） 
          2.「やさしい日本語」応用編（講師：水野マリ子氏） 
          3.「やさしい日本語」実践編（講師：水野マリ子氏） 
【定 員】50 名(先着順) 
【参加費】無料 
【申 込】2021 年 3 月 10 日（水）までに当財団のホームページから、または 
          申込書にご記入の上、郵送、E メール、FAX、来館にてお申し込みください。 
【主 催】公益財団法人姫路市文化国際交流財団 
【申込・問合先】公益財団法人姫路市文化国際交流財団 国際交流担当 
                TEL：079-282-8950 FAX：079-282-8955 



 
 

                Email：info-iec（あっと）himeji-iec.or.jp 
            ※（あっと）を＠に変更してください。 
（詳しくは） https://www.himeji-iec.or.jp/5482 
（本事業の内容 1.と 2.はひょうご国際交流団体連絡協議会の人材育成事業です） 
____________________________________________________________________ 
◆豊岡市国際交流協会 豊岡モンゴルカフェ 【New】 
  今年は新しいことにチャレンジしたいあなたへ。モンゴルの言葉や文化を 
  学んでみませんか。 
【日 時】2021 年 1 月 9 日（土）より隔週全 8 回  
     （定員に達するまで受け付けますので、ご照会ください。） 
【場 所】豊岡健康福祉センター3 階 
【内 容】1. モンゴル語 A（伝統的な文字で学ぶ） 
      2. ミニ・コラム（モンゴルのホットな話題） 
      3. モンゴル語 B（ロシア文字で学ぶ） 
      ★特別回（モンゴル産の材料による文化体験） 
【対 象】中学生～一般（小学生は保護者同伴にて） 
【参加費】全 8 回で￥4000（特別回は材料費） 
     会員外の方は別途年会費￥1000 
【申込・問合先】豊岡市国際交流協会  Tel: 0796-24-5931 
（詳しくは）豊岡市国際交流協会 Toyooka International Association | Facebook 
       http://tia-online.net/publics/index/1/ 
____________________________________________________________________ 
◆2021 ユニセフセミナー「スマホ・ネットの基本は小学生から！？」【New】 
【日 時】2021 年 2 月 20 日（土） 10:00～12:00 
【場 所】コープこうべ生活文化センター 2 階ホール 
【講 師】竹内 和雄氏：兵庫県立大学准教授。文科省学校ネットパトロール 
     調査研究協力者、総務省青少年インターネットＷＧ構成員、総務省 
     （近畿総合通信局）「スマートフォン時代に対応した青少年の 
     インターネット利用に関する連絡会」座長 
【内 容】グローバル化する社会ではインターネットで簡単に世界とつながりあえる 

一方、子どもたちがトラブルに巻き込まれる危険性も拡大しています。 
子どもたち自らが判断できる力をつけるために、インターネットとの 

     つき合い方について、いっしょに考えてみませんか。 
【言 語】日本語 
【定 員】60 人（申込順） 
【参加費】無料（要申し込み） 
【対 象】どなたでも 
【申込方法】電話・ホームページ申し込みフォーム 
【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#event20210220 
 ※新型コロナ感染状況により、やむを得ず変更する場合があることをご了承ください。  
____________________________________________________________________ 
◆2021 年度定住外国人子ども奨学金(給付制高校進学奨学金) 募集案内【New】 
【目 的】兵庫県下在住の外国にルーツを持ち、日本に定住している、経済的に 
     困難な環境の子どもたちに対して奨学金支給等を通じて高校進学を支援します。 
【募集人数】3 人程度 
【申込期間】2021 年 3 月 1 日（月）～3 月 30 日（火）必着 
【申込方法】申込方法、申請資格、申請書類などは、ホームページを参照してください。 
      http://www.social-b.net/kfc/scholarship/syogakukin/syogakukin_j.html 
      ◇(English)   https://goo.gl/gWBz94 
      ◇(中文)    https://goo.gl/zuv3Gn 
      ◇(ハングル)  https://goo.gl/zDzcr2 
      ◇(ベトナム)  https://goo.gl/sqfbjK 
      ◇(Espanol)   https://goo.gl/Qo04RF 
      ◇(Portugues) https://goo.gl/TJ8DK4 
【申込・問合先】定住外国人子ども奨学金実行委員会 
        TEL: 078-612-2402 
             Email: kfc（あっと）social-b.net 
           ※（あっと）を＠に変更してください。 
____________________________________________________________________ 
◆外国人への日本語学びの講座 土曜講座 「日本語のしくみと助詞」【New】 
【日 時】2021 年 2 月 20 日（土）14:00～16:00 
【場 所】THANK's にほんご広場（THANK's 事務所） 
     ※コロナウイルス感染状況により、オンライン開催になる可能性もあります。 
【内 容】助詞は日本語の文の組立の根幹にかかわるものも多く、その種類もいろいろ 
     です。日本語の文の成り立ち、助詞の種類、「は」と「が」の使い分けなど、 
     少し広い視点から助詞について学びます。 
【言 語】日本語 
【定 員】8 名（4 名以下不開講） 
【参加費】1,200 円 
【対 象】外国人に日本語を教えたい方どなたでも 
【主 催】NPO 法人実用日本語教育推進協会（THANK's） 
【募集締切日】2021 年 2 月 19 日（金） 
【申込方法】E メール/ FAX/ TEL 
【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 
                E-mail：mail（あっと）npo-thanks.jp 



 
 

            ※（あっと）を＠に変更してください。 
（詳しくは）http://www.npo-thanks.jp 
____________________________________________________ 


