1入会手続きは協会事務局で所定の会員登録書に記入し、会
日章と併せて下記事務局にお申し込み下さい。
ForAdmfssfon：

PIeaseHllouttheapplicationformandpaytheannuaIfeeat
theSecretalyO研CeOfFJ．R．A．

麗福海由薩父流繭云
FunabaShHnfernaffonaJ
ReJaffons Assocねffon

「協会ニュース」の送付、各種行事内容をご案内いたし
ます。
Youwillreceive〟FJ．R．A．News

andothereventinformation

OCCaSJona／帆

後日支払いの場合、下記銀行口座にお振り込み下さい。
Incaseofthelaterpaymenf：

PleasepaytothefoIl0WingaccountofChibabankorYuucho
bankbe／OW．

く振込先〉BankTransfer
チ パ ギン ⊃ウ フナ バシ シ ヤク シヨシユツチョウジョ

・千葉銀行船橋市役所出張所
コウ ザ メイ ギ ニン
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口座番号

フナ バシ シ コク サイ コウリュウキヨウカイ

フ ツウ

普通

カイチョウ

3018415

タ ムラ

タイ イチ

口座名義人 船橋市国際交流協会 会長 田村 泰一
・ゆうちょ銀行
カ ニユウシヤ メイ

口座番号記号

00170−7−57755

フナ バシ シ コク サイ コウリユウキヨウカイ

加入者名 船橋市国際交流協会
去：

∴●

、

．・

船橋市国際交流協会
FunabashiInternationalRelationsAssociatioJl

事務局：船橋市役所国際交流室内
FJ．R．A．SecretaryOffice

q′oFunabaS侶C伽HaJJ

〒273−8501船橋市湊町2丁目10番25号
〒273−850ユ2一ユ0−25川岬顔0−C加，Fun∂baSJIH：砂
◎7bEL．047f尋こき6♪2ぴβ3 轡紬．，蒐■．訂ヰフナで43甫j二三右う香淀

●HP：わけP了／打r∂Jp

交流イベント仙肋此WaJ奴changeEy帥ね

姉妹・友好都市交流

災害時外国人支援

市民と在住外国人とのふれあい交流の場として「園
際交流のつどい」を毎年開催するほか、各種イベン
トの実施を通して、諸外国の人たちとの相互理解を

ErCha噸eACfMfぬきW肘IS由ねre掴e5

〃onJapaneSeReS肋nb血地aSferS叩pO托Prog帽m

言葉や文化の違いから災害弱者となりうる外国人
に、多言語での情報提供、通訳、翻訳、相談などの
支援活動を行います。また災害時外国人支援サポー

Gathering〝andotherevents，inwhichJapaneseand

ヘイワード市（アメリカ）、オーデンセ市（デンマーク）、
西安市（中国）の3都市との姉妹・友好都市交流を軸に、
多くの外国との親善交流や船橋市在住外国人への支援、
市民と在住外園人の交流を推進するため、幅広く活動
しています。

nonJapaneseresidentscanshareagoodtimeand

Funabashihasthreesistercitiesabroad；Hayward

PrOgramStONonJapanese

learnmoreaboutoneanother，

（USA），Odense（DenmarりandXi

residentsindisasteIIWho

深め、草の根交流をしています。
Weorganizeannual L

MulticulturalE＊change

an（China），771rOugh

ターの養成にも力を入れています。
Wehavesomesupport

exchangeeventswiththesecities，WetrytOimprove

easiVbecomeweakpeople

Ourrelationswiththeseandmanyothernations，tO

becauseofdifferencesin

PrOVidesupporHononJapaneseresidents，andto

languagesorcustoms．

assistl0Calcommunities

Weprovideinfbrmationservices

effortsforamicabIe

COeXistenceamongJapaneseandnonJapanese

JnpJu帽日anguageS

PeOPJe．

andsuppo托Sfo

needsofinteIPreteIl
tJ笥nS／atf0∩∂nd

留学生派遣事業sfu血油SendP呵ecf
姉妹都市へイウード市との友好を深め国際感覚豊か
な人材の養成を目的に、ヘイワード市姉妹都市委員
会の協力を得て、カリフォルニア州立大学イースト
へイ校に毎年推薦留学生を派遣しています。留学生
は一年間大学の勉強とともに、日本文化の紹介など
ボランティア活動もします。

COnSuItations．Every

yearWeOPe帽始

trainingsofthese
SUPPO作eJS．

その他の事業0肋erP咄ecb

School0fCa／ifbrniaStateUniveISityeveryyealTfor

ホームステイ先の紹介や、外国人ボランティアの
方々の協力を得て、文化紹介、料理教室などを学校・
公民舘で行なっています。

makingthestudentsbecomemoreawareof

Weprovideaserviceforintroducingahostfami帆

differentculturesandforfurtherimprovingrelations

Wea／SOOPeJ笥始

betweenthetwo

ClassesforcuItural

Cities．Duringtheir

PreSenはfbn

Oneye∂rSf∂弟的e

andcookfngfn

Studentsholdsome

COOPeJ笥fbnw肋

eventstointroduce

nonJapaneSe

Japaneseculture，

VOJunfeers．

SomestudentsaハeSenth

omFunabashitoEastBay

総轄吏員童
GeJIeraJAfbi帽Comm托fee

多文化共生に関する研修や調
査、他の国際交流回体活動への
後援、災害時外国人サポーター
の養成等の他、各種会議の手配、
予決算管理など協会運営に関す
る作業を行っています。
We carrytrainingfノresearches on MulticulturaI，

SPOnSOrShip ofexchange programs by outside

草の根の交流活動として、歴史や伝統文化の研修会などを行なっ
ています。

andFridayatFunabashiCityHall．Andwecooperate

We open the consuItation window every Monday

We have two maJOraCtivities．Oneis to operate

With othergroupsqyco−SPOnSOringandparticipating

exchange programs with sistercities．We organize

Seminarsandlecturesfbrsharinginformation．We

mutualvisitsofpeopleandsendstudentstoEastBay

alsohelpothercommitteesint帽nSlation．

Schoolin California，USA．The otheris multicultural

exchanges events forJapanese and nonJapanese
residents，in which weholdseminarsonhistoryand

日本語蟄室室員虫

traditionalcultureわrmuItinationalresidentstodeepen

JapaneseCJaSSComm肘ee

mufuaJunde作はndJng．

市内の7つの会場（公民館

groups，and trainings ofemergencysupporters

など）での通年教室のほか、

fornonJapanesein disasterl Wealso take works
SUPpO相ngfoF二川．Amanagemenf．

春・秋の初心者のための日
本語短期速習講座、学習支
援ボランティア向けの養成
講座・ブラッシュアップ講
座・フォローアップ講座を
開催しています。

畳陛理解セミナ岬委員会
甜紬1沌題が⑬銅∂相加deTSfalldhgSemfnarComm什ke

広報委員会
PIIbJkRebがOJISeOmmi什ee

年3回発行する協会ニュー
スの取材、記事、校正・編集、
発送を行っています。また、
ホームページの維持・管理・
更新作業、記事掲載のため
の翻訳も行っています。

外務省の後援を得て、各国の大使館外交
官が船橋市を訪れ、市民の皆様に直接自
国の事情を紹介するセミナーを年4回程
度行なっています。「市民の国際理解の増
進」さらには世界の各国に対して「船橋
市のPR」を行っています。

WeoperateyearroundJapaneseclassesat7places
in thecity（mostlycommunitycenters）．Besides，We
holdshortrtermquick−learningcoursesforbeginners
in springandaLltumn．Weprogram varioLJS SkilI−LIP
trainingcoursesforthevolunteersupporters．

We holdinternationalunderstandingseminars about
4timesayeaGinwhichaforeigndipl0matOfanembassy
in Tbkyo visits Funabashitospeakabouthi5ノherhome

ようこそふなばし委員会

Informationgathering，Writin畠editinganddeIivering

COuntry．This programis supported bythe Ministryof

YO打OSORJnabaS如Commi什ee

We publish〝Fl．R．A．News

three times ayear．

thenewstoreaders，arealldonebyourselves．We

Foreign Affairs．This seminaraims to help Funabashi

aIsomaintainandupdatethewebsite，Oytranslating

PeOPlelearn more aboutothercountries，and to make

articlestobeupl0aded．

FunabashiCityknownbettertopeopleinothercountries．

外園人の生活上の情報、日本
語の常識、季節の行事の紹介
などを市内に住む外国人に提

敵供するため、年4匝情報誌「よ
添鞍■蕊．叫うこそふなばし」を発行して
‰山昭．．h

文化交流委員会

外国人相談窓口委員会

C〟付け柑IEYCha噸eComm托fee

NonJapaJIeSebCoI鳩山bfioJIComm丑ねe

姉妹・友好都市交流事業では
相互訪問やカリフォルニア州
イーストベイ校への留学生の
派遣等を実施しています。
在住の諸外国の方々との交流
事業では、相互理解を深める

市役所で相談窓口の開設、他団
体との交流、各種研修や情報交
換への参加、ボランティア研修
会の開催、通訳・翻訳の支援な
どを行っています。活動日は毎
週月・金曜日です。

l 、＿■一寸

ヽ「l￣もし

【 l＿．1．人す▼・′ヽ

′lナ■・ ノl

㌫ふ います。活動日は第2、第4

里咄項州血▲

叫

慧 金曜日です。

Weissuemagazine〟YOKOSOFunabashi

4timesa

yearfornonJapaneseresidents，tOPrOVideinformation

relatedtodaitylifeofnonJapaneseresidents，SOme
basicfactsaboutJapanesewords，SeaSOnaleventsin

JapanandFtJnabashi．andsoon．Ouro所CeOPenSOn
thesecondandthefourthFYidaysofthemonth．

船橋市は歴史・文化の異なる3つの都市と姉妹・友好
都市提携し、市民中心の草の根交流を続けています。
FunabashicityhaskeptasisterPiendship−Cityagreement
With three cities，Which have the differenthistoryand

Culture each other．Through the agreements，aCtive

exchangesbasedonthegrass−rOOtSmOVementarebeing
deveIopedamongeachcitizen．

●セミナー、各種講演
Seminar＆various Lectures

●協会二ユ「ス
F」．R．A．News

●協会ホームページ

十二、．．．等b言Sげ画

Websiteof F．l．R．A．

●国際交流関連の情報提供
In†Ormation serviceon

聖慧翌竺

●国際交流のつどい

、・・一・＿；∴一

・一

サンフランシスコから約30kmの距離に位置し、交通の便の
良い快適なベッドタウンとして発展。：当協会が推薦留学生を
派遣するカリフォルニア州立大学イーストベイ校があります。
Heywardcityhas been devel0Pedasa bedtown about30km
awayh

OmSanFrancisco．lthastheEastBaySchool0fCalifomia

StateUniveISitywherewesendsfudents．

●日本語教室

Variousexchangeactivities

●姉妹・友好都市交流

JapanesecIass

●日本語講師育成

Exchangewithsister／friendshipcities

TrainJapaneseinstructor

●留学生派遣

●生活情報誌の発行

SendingstudentstoU．S．A．

Issuerifemagazine

●その他諸外国都市との交流

■‥、∴−：し、；・・．・∫・ト、．rt、●二一二

童話作家アンデルセン
生誕の地として世界中

ForeignersrconsuItation

●各種交流活動

multiculturaIexchanges

、・・

●外国人相談窓口

MuけiculturaIexchangegathering

YOKOSO■■to Funabashi

Exchangewithcitiesinothercountries

Lい∴−ト

一・．予∴

・1−㌧￣ミ！

かつては長安と呼ば

Odensec砂庵WeJJ

れ、3100年の歴史を
持つ古都。現在は中国
西北地方最大の都市と
して政治、経済、産業、
文化の中心地。シルク
ロードの起点としても
有名です。

knoⅥ〃11VOr／dwfde

Xilancib′isanancieJlt

aS的eb〟勃PJaCeOf

Cap托aJw肋3，ユ00サea侶

H．C，Andersen，fairytale

history，OnCeCalledas

Wr托eJ：Jf′sJocafedabouf

Changan．托′ss川Jnow

OneandJlaげhours∂Way

OneOf的eb鹿esfand

に知られています。
首都コペンハーゲンか
ら特急列車で1時間半、
飛行機で約30分の距離
に位置します。

fromCopenhagenbyan
expressandontyhalf
hur吋aJ／pJane．

COreCitiesofpoIitics，

economy，indusrryand
CLJItureinChina．It

salso

WeJJknoWn∂SaS指圧

POf扉Of的eS仏KROAf）．

