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一度訪ねてみよう。
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丸妃念童清作家安徒生涯生地舟麦
和船析市是友好城市而建立的安後生
公国，有各神手工、親水。公一囲里逐
有一十根大的風車，櫻花和郁金香也

Svisitonce．

去押韻一次

非常好看漂亮。（http：／／www．park−
funabashi．0「．jp／and／）

船橋市場カフェ
Funabashi−Ichiba−Caf6

船柳市場蜘椰店

H．C．AndersenPark

安徒生公国
ンM生満船怨芯

スのれ橋し

船橋市地方卸売市場の中にあるコ
ミュニティスペースです。毎週いろ
いろなワークショップ・セミナーも
行われます。市場の中では、いろい
ろな新鮮な魚などのショッピングも
楽しめます。

アンデルセン公園

きれいです。（http：／／www．Park−

ln the Market，yOu Can aLso

funabashi．0「．jp／and／）

RegionaLWhoLesaLeMarket．ln
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SPaCe LO⊂atedin Funabashi

ち地し市て

SemTnars wuL be p「Ogrammed．

Thisisa⊂afさandCOmmunity−

き
輔大臓

every week，SOme WOrkshops

童話作家のハ
クリスチャン
アンデルセン誕
、デンマーク・
し 麦 い と し てい
オーデンセ市と
が姉妹都市提
携したことを記
作られた公園
です。工作やアスレチックや水遊び
‥ 風
たの
おお
／ミ＼うしや
こうえん
山車
が楽しめます
が公園に
あります。桜の花やチューリップも

enJOy Shopplng Of fresh fish
andsomeLo⊂aLp「oduCtS．

The famous Chitdren
Hans

在船析市地方批友市境有一介社区
清功中心，毎周有各神工作室逐拳か
研付合。在市境内達可幽冥各丼新鮮
重美和地方物戸品。
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Denmark．0dense City and
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Funabashiare sfster Cities．This
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With the two Cities as a

Sanbanze
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⊂an enJOya「tS and C「afts，and

in the park．⊂he「「y bLossoms

東京湾の責重な潟です。
によって、バーベキューや
を楽しむことができます。
に環境学習館があります。（http：／／

and tuLips a「e beautifuLthere．

WWW・City・funabashi．Lg．jp／

PLease enjoy．（http：／／www．

maChi／kankyou／002／pO51395．

Park−funabashi．0「．jp／and／）

htmL）

athLetiC eXer⊂is．ALso，We⊂an

enJOy PLaylngln the water
fountain．The「eisabigwindmiLL

がんきようがくしゆうかん

ふなばLbこくさいこうりゆうきょうかい
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船橋

」

しょくどう

Thisis a famous†ieLdin

market whi⊂h deaLs Funabashi

Tokyo Bay．We Can enJOy

LOCaL produCtS W旧be heLd

ふなばし子ども食堂

BBQ

OCCaSionaLLy．

ネットワーク

sandCLamming，aC⊂Ording

totheseasons．Thereis aLso an

FunabashiChildren

正式名カ「意富比神社」。是舶析

EnvironmentaLLearnlng⊂enter．

RestaurantNetwork

最古老的神社，有1900年的原史，

是東京湾貴重的涛捺印泥雄，盛季
吋可享受野外焼拷和定海的席趣。公一
国内逐有年境学可鰭。

役久以来破船析市民所受戴。在寮祇
活功期同，有倖銃的仇式和跳舞会衆
集彼多硯企，逐有野外市場。

s

船柳市孫子食堂同格
地域の人たちがボランティアで協
力して、子供たちに無料または安く
ご飯を提供しています。子供たちが
一人で安心して入ることができる
一父臼堂㈹検

流の 索
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場所です。大人も入れます。地域
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kodomoshokudou−nW．0「g／）
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賽句境

PrlCeS，dates and Lo⊂ations

On theinternet．（http：／／

www．funabashトkodomoshoku
dou−nW．0「g／）

船橋市には、中山競馬場と船橋競
馬場の2つの競馬場があります。
There are two horseraClng
traCks LoCatedin Funabashi．

咳地域的人イ！、1共同体助ガ亥子イl、］提
供便宜的俊英，亥子イ1、］自己一木人血

可安心的去，大人也可去，金額和食
堂拳カ、日、場所清八開賂情服上検

0neis the Nakayana TraCk

索査鶴（http：／／www．funabashト

and the otheris the Funabashi

kodomoshokudou−nW．0rg／）

TraCk．
TheformaLis

OhT Shrine

．ftis

舶析市有両所賽昂

the oLdest shrinein Funabashi
and has a Long history．lt has

been Loved by the Funabashi
PeOPLe fo「a Long time．0n

場，一十是中山審馬場，
迂有一十是船株券卑

坊。

the−festivaLdays，manyPeOPLe
gathe「to seesometraditionaL

dan⊂lng and musi⊂，KAGURA．
FunabashiAsaiChT，OPen−aTr
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Yokoso No．008 船橋市国際交流協会 Webs注

外国人相談窓口での相談事例（粗大ごみの出し方）
OneConsultationexampletoNon−JapaneseResidentsAssistanceService

外国人商機宙口的商機実例（大件桧吸的折法）
来日2年目の○○さん一家は、

○Ldfurnitureforex．beds，tabLe，

you Can「efe「to b「○⊂hures

ご主人の急な転勤が決まり8月いっ

et⊂．They wonde「edif they

Listed on⊂ity Homepage，in

ぱいで日本を離れることになりまし

⊂OuLd throw away these on

EngLish，⊂hinese and Korean．

た。家で使用していた家具（ベッド

burnabLe t「aSh days，Or Othe「

（www．City．funabashi．Lg．jp／

など）を捨てようと思いましたが、

days．

ku「aShi／gomi／005／PO29559．

可燃ゴミの白にそのまま出して良い

So，they

⊂ame tO Non−

のか、他に出せる臼があるのか分か

Japanese ResidentsAssistanCe

らず、市役所11階の外国人相談窓

Servi⊂eatthe⊂ity HaLLonthe

口へ行ってみることにしました。

llth fLour．

そうだんまどく、ち

htmL）．

東日本両年的某一家，由子丈夫突

然凋功工作到八月底力止，然后必須

かた

相談窓口ボランティアの方から

The voLunteer staff here

は、「ベッドは粗大ごみとして捨て

expLainedthattheymustthrow

要折韓，可燃拉吸的日子鶉綽可以喝，

る必要があること」、「申し込みは

theseitems away on the big

不知遣是香逐有其他沸立吸的日子，

『粗大ごみ受付センタ「』で行って

trash day．Thisisa spe⊂iaLday

所以決定去市役所11楼外国人南淡

いること」を教えてもらいました。

forbigfu「nitureandsuCh．ALso，

薗口答均。

ボランティアの方は電話申し込みの

theymustappLyatthis⊂Ounte「

際、日本語がうまく話せない○○さ

fort付sservi⊂e．

寓牙日本。家里使用的床、家具等需

外国人南淡薗口的志應者イl、］合併我

「床必須按大伴拉吸鶉」，要向大伴拉

んの通訳をしてくれました。ごみ違

So，Mr．Smith CaLLedthetrash

吸受理中心申清，由子某外国入日培

てのルールは身近なトラブルになり

Center and the voLunteers

不郡ゑ楷通，在志偲者的帝助下寺大

やすい問題ですが、おかげで○○さ

there transLated for him．

伴蛙吸受理中心取得了咲桑。衝立吸

んは正しい手続きで家具を捨てるこ

ln generaL，gett拍g「id of

的規則有着切身利益，最易引起日常

とができ、気持ちよく日本を離れる

unwanted furnitu「e，圧easHy

糾紛。由子志應者イ1、］的帝忙某外国人

ことができました。

⊂auSeS COmmOn P「ObLems．Mr．

按規定め韓了大伴拉吸，順利的寓牙

★市のホームページの「ごみの出し

Smith COuLd soLve⊂Orre⊂tLy

了日本。

方パンフレット」に、『可燃ごみ／

his probLem，be⊂auSe Of the

★船旅市岡厨「鶉立教方法的小冊

不燃ごみ／粗大ごみ』などの出し方

VOtunteer Staff at this COunter．

子」里介錯了「可燃蛙吸、不燃蛙

が英語・中国語・韓国語で紹介され

The famiLyfeLt⊂OmfortabLe fn

吸、大伴立教」等漁法，有英皆、中

ています。（www．City．funabashi．

Leavlng」∂Pan．

大、幸事渚。清燦参考。（www．⊂廿羊

／‡、ねん

そだい

だ

かた

Lg．」p／kurashi／gomi／005／

How to take out househoしd

garbagefordisposaL

PO29559．htmL）

★AbouthowtosC「aPt「aShes，
The Smith FamHy a「rived
inJapan2yea「s ag0．They

happened to move be⊂auSe
Ofthefather

sjob．They must

Leavein August．Now，they

Wanted to throw away their

Yo紬so No．008船橋市国際交流協会Website：WW雨ira，jp

fundbashi．Lg．jp／ku「aS帖戊Omi／

005／P029559．htmL）．

防災について考えよう
Let

夫子防央

sstudyDisasterPrevention

災害は突然やってきます。身の安

A naturaL disaSter Can

全が守られた後でも、食べ物を買

happensuddenLy．AftersuCh a

うところがなかったり、水や電気

thing，yOu may have nof00d．

も暫く使えなかったりするかもし

norwate「，nOr eLe⊂triCity and

れません。情報も入らず、家族との連

aLso may be noinformation．

絡も因難かもしれません。またはケガ

You may aLso be unabLe to

をしているかもしれません。今までの

COnta⊂t yOur famiLy．You may

at Funabashi⊂ity HaH，

家は住めなくなるかもしれません。
こんな時に備えて、前もって、必

belnJured and maybe wiLt be

InternationaLReLations Div．

要な物を準備したり、必要な知識を

ln su⊂h a situation，advanCed

（http：／／www．⊂圧Y．funabashi・

学習したり、実際に練習するのが防

PreParationis ne⊂eSSa「y・We

Lg．jp／ku「ashi／⊂h日射／006／

災訓練です。これまでの経験に基づ

must aH Learn vvhat to do

PO42278．htmL）or FIRA Home

いて多くのノウハウが用意されてい

before a disaster happens．

Page（http：／／www．fi「a．jp）

ます。

P「aCtiCeis neCeSSa「Y．We CaLL

船橋市では、こうしたノウハウを

⊂an get thTs b00k

0r，refer to Cけy Home Page

unabLetostay＝1yOurhouse・

these experienCeS

You

Disaste「

自然文書突然侵真東了，魂保了生

命安全局，没有英東西的地方，也拝

市民の皆さんに伝え、身につけても

Prevention Exercises

らう活動に大変力を入れています。

What to do，aCCO「ding the

水色智吋不能使用，又得不到情服，

あなたの住む近隣の地域社会でも、

experien⊂eP「ePa「eSuS・

和泉属也韓取不到碗系，也韓合受傍，

それに沿ったセミナーや訓練が繰り

返し行われています。

．Knovvlng

In FunabashiC圧Y，We teLL

the⊂itizen what to do ve「y

至今力止一五住的家也韓不能香住了

等等何題。

Se「iousLy．ln your a「ea，they

像迭禅的何題有客先息，提前堆各

に用意された「防災ハンドブック」

PraCti⊂e many times for

好必要的物品，掌握必要的知堺，参

を紹介します。それは、やさしい日

future disaster and aLso they

加実除的妹可及体験是政好的防失清

本語で書かれています。指で指すと

have seminarsin Disaster

功。基干実除的姪弛各有彼多瑛帝

思うことを伝えることが出来るペー

Preventions．

日本語がわからない人たちのため

ジもあります。主な内容は次のペー
ジに書かれています。

このハンドブックは、市役所国際
交流課の窓口で手に入ります。

細堺市将速些漢帝介錯姶市民，掌
haVe

握有美的知現在実行各神清功。産休

Language barriers，圧may

居住的近郊地区，反変速行着迭梓的

be very tough or unabLe to

横座或訓味。

Fo「PeOPLe

who

対干有徳盲障碍抽入如遇到文書

⊂〇mmuniCateSm○○thLy．

We w目しintroduCe the

吋就更加倍了拘通想法的困准，カ

（http：／／www．fira．jp）、船橋市役

Disaster Prevention Handb00k

了迭梓的人市里逐准各了「防文手

所のホームぺ一ジ（http：／／WVVVV．

to you，Whi⊂his wr圧tenin

鼎」，迭十手射可在市役所国防交

City．funabashi．Lg．jp／kurashi／

SimpLeJapanese・And

流深領取到。或者参考FIRA主頁

⊂hi蘭／006／PO42278．htmL）から

inCLudes pages，WhiCh you

（http：／／WWVV．fTra．jp）、或舶析市岡

検索できます。

COuLd

頁（http：／／www．City．funabashi．

または、FIRAホームページ

圧

⊂〇mmunicate by

POinting・Majo「⊂OntentSareaS

Lg．jp／ku「as侶／Ch＝ki／006／

Listedinnextpage．

PO42278．htmL）検索。

ハンドブックの主な内容です。

ThisbookLetincLudesfoLLowlngS．

手冊主要内容

手元に置きましょう。

PLeasekeepithandy！

1．平吋需准各好的防臭物品

1．You must prepare daHy

2．碗玖好（商量好）庚生文書吋

1）日頃から用意しておくもの。

2）災害時に家族と連絡ができる方

法の準備。

3）地震から身を護る。
4）津波が来たら、どこへ避難する

か。

5）台風や大雨には、どうしたら良
いか。

6）利用できる災害・防災情報の手

段。
7）街にある多くの災害・防災標識
の意味と利用。
8）どうしても必要な日本語。

和家人取得税系的方式

ne⊂eSS旧esin advanCe．

2．Set up a pLan to COnta⊂ttO

3．保折自己免受地震的危害

4．当涛繍到来吋速姫的地方

you「†am町
3．Keep yourseLf safe from

5．如何痘対台風和大雨

6．可利用的防文信息，手段

earthquake
4．Eva⊂uation routes afte「a

7．了解各炎的文書・

防失林塀的意思和利用方法

tsunami
5．Whattodowhenatyph○○n

8．必要的日清短渚

O「heavy「a‥10⊂⊂u「S

6．Ways to use the disaster

PreVentioninformation
7．To know Disaster PreventTon

S癌ns outside and theTr

meanlngS
8．Ne⊂eSSary Ph「ases and

閉止

WOrdsinJapanese

非常口

避難場所

賢 く慧腰慧韓済澄慧墜鮮苦狂振絞

済蔓慧三三Leand
机の下に入って頭を守る至

∃

エレベーター・

鯵 ニ iGeto菅theelevatorwhen圧stops． ∃ ∃芸等聖霊楼離日
・全部の乗タンを押す！
・とまったところで降りる。 】
お店、劇場やホール

茅′

ShopS／TheaterS

ToprOte⊂tyOUrhead，PUtabagOVe「 】yOurhead・ 】FoLと0＼付theSta肝5雨St「∪⊂tions． 】 ∃用灼物盗或包傑辞典部！ i：芸慧諾！

・買い窃かごやかばんで頭を守る！ 】△著明0；Llフ楷貸主
∃Home／School／Compa叩
・係りの人の指示に従う！
】珂己懐皇旦暫q

自宅・学校・会社

○

韮品議論望遠嘉転載霜姦議 北部滑招工「是利用余熱的没施
NorthernIncineratorResidualHeatFacility

「／主、なばしメグスパ」が2017年4月1日（±）にオープンしました。清掃工場の余熱を利用した施設です。大浴

場、露天風呂、フィンランドサウナ、スチームサウナ、歩行浴プール、軽運動室があります。産地コーナーでは周辺
農家の新鮮野菜や船橋の特産品を購入できます。（http：／／f−meguSPa．jp）

休館日：月曜日（月曜日が休日の場合は翌平日）、12月29日から翌年1月3日まで。

その他メンテナンスによる臨時休館あり。
利用料金：65歳以上1回400円、6回回数券2000円。一般1回500円、6回回数券

小中学生1回250円、6回回数券1250円。軽運動室
℡r：047−457−5151

2500円。

2時間当たり600円。

FAX：047−436−8010

FunabashiMeguSpawasopenedonApru1，2017．ThisfaCi＝tyusesresiduaLheatfromtheinCine「ator

toheatupthebathsLoCated．Therea「etheFinLandSauna，SteamSauna，theoutsidebath，theLarge

ind00r bath and aLsothewaLkinghotwate「p00し．TheyareaLLheated bythis method・You Can aLso
doHghtexerCisesinaspeCifiedarea．Lo⊂ated‥1thispLa⊂e，is

San⊂hi⊂orner

・HereyouCanbuyf「esh

VegetabLesgrownby・LoCaLfarmers．AndaLso，yOu⊂anbuyspe⊂iaLg00dsofFunabashiCity・

（http：／／f−meguSPa．jp）
⊂Losed：Mondays．lfMondaylSahoLiday，thenitw旧beCLosed，thefoLLowlngWeekday・
EtisaLsoCLosedfrom DeC．29toJan30fthefoLLowlngyear．Andtherea「esometemporaLLy
CLoses for maintenan⊂e．

EntranCeFee：Seniorover65yearoLd……Onet血e400Yen，6Ti⊂kets2，000Yen

AduLt……Onetime500Yen，6Ti⊂kets2，500Yen
ELementaryandjuniorsCh00Lstudent……250Yen，6TiCkets1，350Yen
Lightexer⊂isesinaspe⊂ified……600Yen／2hours

℡：047−457−5151

FAX：047−436−8010

「舶析北部清おエ「余熱利用没施」干2017年4月1日（星期六）正式升並，清お工「是利用余熱的没施。有荷主蒸気浴、

露天湊堂、大浴場、歩行浴用済泳池、逐有軽便的返功没施。在役施里逐有当地東泉戸的新鮮束英和上帝戸角落可供幽冥。
（http：／／f−meguSPa．jp）

休息日
利用費用

毎周星期一（如星期一是公休吋改力次日）、12月29日到1月3日
65歩以上一次400日元，6次以上的本案2000日元，
大人一次500日元，6次本案2500日元，中小学生一次250日元，6次本案1250日元。牽強返功室丙ノ」＼吋600日元。

包括

047−457−5151倍其

047【436−8010

Yokoso No．008

交流沙尭

国際交流サロン

爵来交流沙劇柏一下紳畑

ExchangeSaIon

ComeandjoinusandEet

shavebn！！

交涜サロンに来て楽しみませんか

的

Come andJoin us

お友達も誘って
気軽に来てください日

With your friends！！

遊清大家来参加把日
日期和対向，地点，参加費
第3周的周四13≡00−15＝

00

F沙尤Jll守商店楼3楼

（中央国事確実辺的3居楼）
船柿市本町4−40−17
費用：200日元
旦逸：Fira Office

舷梯市国防交流勧会事各局
重量：047−436−2083

（平日9−17点）

日時、場所、参加費

Date，Time＆Fee
The3rdThursday（13：00−15：00）

第3木曜日（13・00〜15：00）

Fsalon Kawamon−Shotenblru3F

Fサロン 川守商店ビル3階
（中央図書館隣の3階建ビル）

hexttoChuo・tOShokan）

Honcho4−朝一17，Funabash1−mけ

Fee：￥200
Contact：FiraOfficeof

Funabashilntemational
RelationsAssociation
丑址こ（川7−436−2083

船橋市本町4−40−17
参加費：200円
問い合わせ：FiraO斤ice

船橋市国際交流協会事務局
畳茎：掴7−436−2083
（平日9：00−17：00）

（Weekday9−17：00）

亜生：firaoffice＠gmail．com

E岨：firaoffice＠gmail．Com

メール

主星：WW．fira．jp

Website：www．firajp

ホームページ：WW月raJp

吋向、地点会有変劫，清届吋八
同市上碗臥。

Pleasecheckthetime＆placein
OurWebsite，aSitmaychange．

Yokoso N0．008船橋市国際交流協会Website：www．f汗a．jp

firaoffice＠gmail．com

時間や場所は変わることもあります。
ホームページで確認してください。

毎週月曜日と金曜日

EveryMonday＆Friday

毎周星期−、星期五

（祝祭日は除く）

（exceptNationaJHoLiday）

じかん 時間：10：00〜16：00

Time：10：00′）16：00

（苛傾日除外）

対向＝

船橋市役所11階114芸議室
FunabashiCityHall11F．Rml14
と あ お問い合わせ 】圧 047−436−2953

J

げっようび 月曜日

Monday 星期−

9：45〜11：45

男文共同参画センター

かようぴ 火曜日

Tuesday 星期二

③

かようぴ 火曜日

Tuesday 星期二

④

すいようぴ 水曜日

す

さんようぴ 蓋曜日

Friday 星期五

19：00〜21：00

薬円台公民館

す

きんようび 釜曜日

Friday 星期五

19：00′）21：00

葛飾公民館

（∋

どようぴ 土曜日

と あ お問い合わせ

9：45′〉11：45

中央公民館

19：00／）21：00

二和公民館

Saturday 星期六

℡

だんじょきょうとうさんかく

9：45′）11：45

12：45′）14：45

047−436−2083
とうぶこうみんかん

船柿市役所11楼114会規室

GenderEquaLityCenter nearDaijinguNShitaSta．

②

Wednesday 星期三

ChuoKominkan nearFunabashiSta．

FutawaKominkan nearFutawa−MukodaiSta．

東部公民館

宮本公民館

10：00〜16：00

TbubuKominkan nearJR￣budanumaSta．

YakuendaiKominkan nearYakuendaiSta．

KatsushikaKominkan nearNishi−FunabashiSta．

MiyamotoKominkan nearDaiglngu−ShitaSta．

船橋市国際交流協会・事務局（FIRAOffice）
ほい＜

ゆうりょう

男女共同参画センターと乗部公民館では、保育もあります（有料）。

GenderEqualityCenterandlbbuKominkanofferchildcareservices（PaySerVice）

男女共同参画中心和京部公民咤可以寄托該子（収黄）

亘）

どようぴ 土曜日

SaturdaY 星期六

500円／月／家族＋保険料800円／年度

と あ お問い合わせ

℡

9：45／）11：45

東部公民館2階

lbubuKominkan2F nearJRlもudanumaSta．

￥500／month／family＋lnsurancepremium

047−436−2083

￥800／year

船橋而国際交流協会・事務局（FIRAO斤ice）

FunabashiOfficialGuide／船析市生活指南（外国語版市民便利帳）
この本は、市役所でする手続き、市の施設があるところ、外国の言葉で
相談ができるところ等が童いてあります。
市役所の広報課でもらうことができます。
※船橋市のホームページからPDFファイルをダウンロードすることができます。
ThlSbookletprovideslnformationaboutdailyllfeforforelgnreSidentsincEudlng
PrOCeduresatCltyHall，PubBicfacilitiesandconsultatl0nSerVICeS・
ThlSISaVailableatPub−icReEatl0nSSectl0n，FunabashlCltyHaJl

＊Youcandownl0adPDFdatafromthewebsIteOftheCIty

是提供拾外国人，在市政庁み理各神粕美事按和公共没施所在地的説明，及刊
登有外国人督淘薗口的小難子。有需要的市民亦可到市府「根深的炬台東取。
※亦可在市府岡頁内下戟PDF的楢案。

英語版（左）と中国語版（岩）の表紙

