平成２０年１２月号
川崎市

世界をもっと深く知るための講座
日本語・英語・中国語による国際理解講座
【参加費】１回 ５００円（当日支払） 【対象】１６歳以上 【定員】４０名（先着順） 【場所】川崎市国際交流センター
【申込み】 11 月１日（土）より、 ホームぺ－ジ ・ FAX ・E メール ・電話 ・来館 （ 受付時間９：３０～１６：３０ ）
❒日本語による国際理解講座（全４回予定）・・・・ 毎回各国の様々な行事を通し、世界を知る講座
第１回

１２月１１日（木） １９：００～２０：３０ 「マイノリティたちのアメリカ」
大野あずさ （立教大学非常勤講師 アメリカ先住民研究家）
講 師
・・・・他民族国家アメリカ。先住民族にとっての感謝祭の持つ意味や、ユダヤ教徒、アフリカンアメリカンの１２月の行事とは？・・・・

第２回

1 月２２日（木） １９：００～２０：３０ 「韓国の旧正月と冬の過ごし方～いにしえからの作法・慣習」
講 師
全 美熙 （当協会韓国語講師）
・・・・1 月末に旧正月を迎える韓国。宮廷時代からの行事や食事、そして古くからの慣習にはどんなものが？・・・
＊＊＊以後

❒英語による国際理解講座（全４回） ・・・・・

2/19 ・3/19 毎木曜日夜 開催予定

中上級レベルの英語学習者対象

【通訳なし】

外国人市民が、英語で文化の違いなどをスピーチし、受講者と交流します。受講者には事前に講義内容を
プリントで送付します。講義はプリントに沿って行います。

第２回

１月２５日（日）１４：００～１６：００ 「現代アメリカ ・日本のミュージカル」
講 師 ダイアナ・石山（洗足学園音楽大学講師） ＊＊＊以後 2/21（土）・3/15（日）午後開催予定

❒中国語による国際理解講座（全３回） ・・・・
中上級レベルの中国語学習者対象
（全日曜日） １４：００～１６：００

【通訳なし】

市内在住の中国人が講義し、参加者でディスカッションします。受講者には事前に講義内容をプリントで送付します。
講義はプリントに沿って行います。

１１月３０日（日）

「一人っ子政策」の現状と家族の変化・････ 張 治藍 （専修大学博士課程在籍）

１２月 ７日（日）

「MADE IN CHINA」を考える・・・・ 舒 方鴻 （法政大学国際日本学研究所 客員研究員）

１２月１４日（日）

「中国・労働市場の変革」・・・・・・・・・・・・・・・ 陳 必雲 （慶應義塾大学修士課程在籍）

国際文化理解講座
ダンスを通じて世界の文化に触れよう！

国際交流センター
【対象】１６歳以上／【定員】各回５０人 ／1 回１０００円

ダンスは世界さまざま。まずは体を動かし、それぞれの文化を体感しましょう！講義も含めて充実の２時間です。
動きやすい靴と服装でご参加ください。
【申込み】12 月１５日（月）より FAX ・ E メール ・電話 ・来館 （受付時間 ９：３０～１６：３０ ）
火 時 １月１６日（金）１３：００ ～ １５：００
タンゴ （アルゼンチン）
１月２８日（水）１０：００ ～ １２：００
インド古典舞踊 （インド）
２月１１日（水・祝）１３：００ ～ １５：００
サンバ （ブラジル）
２月２０日（金）１４：００ ～ １６：００
ハワイアンダンス（アメリカ）
３月１１日（水）１０：００ ～ １２：００
モカダンス（エチオピア）
保育あり 1 歳 ～ 就学前までのお子様 各回３００円
１／１６の託児については、１２／２６締切 ・その他の各講座については７日前が締切

第１５回 外国人市民による日本語スピーチコンテスト 国際交流センター・ホール
２００９年 ２月１４日（土） １０時 ～ １２時３０分
入場無料
来日５年未満の外国人市民の皆さんが、日頃の日本語学習の成果を披露します。日本の日常生活や文化、様々な
習慣など、彼らの目を通して語られるスピーチには、これから私たちが多文化共生の中でどう生きていくかの、ヒント
がたくさん散りばめられています。文化の違いを越えて互いを理解する第一歩として、お気軽にご参加ください。
コンテスト終了後には、出場者を囲んでの交流会も予定しています。（有料 ５００円）

魅惑の音楽紀行

ロシア民謡

出演：合唱団

白樺

東京ﾊﾞﾗﾗｲｶｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ

～ときめき・世界の音楽シリーズ～
いよいよシリーズ最終回！！
チケット販売中
１２月１３日（土）１４時 ～
会 場 国際交流センター・ホール
入場料 前売り券 １，５００円 ／ 当日券 １，８００円
ロシアの壮大な歴史と、雄大な大地を感じさせる迫力の歌声を、ぜひお聴きのがしなく！！
カリンカ ・アムール河の波 ・ヴォルガの舟曳歌・燃えろペチカ ･冬の道・一週間 などのお馴染みの曲も！
（申込み）電話・ＦＡＸ・Ｅメール・来館のいずれかで （申込み受付）９：３０～１６：３０
（支払い）申込み時に、あなた様の受付番号を確認し、指定郵便口座へ以下をご記入の上お振込みください。
入金確認後、入場券を郵送します。①催事名 ②受付番号 ③購入枚数 ④合計金額 ⑤〒住所 ⑥氏名
⑦電話番号
加入者名 川崎市国際交流センター
口座記号・番号
００２２０－３－０１３２６１７

・・・ 図書・資料室から ・・・
「現代ブータンを知るための６０章」

平山 修一著／明石書店 発行
２００５年 ４月１５日発行 ３５５ページ
縦１９センチ×横１３センチ

「あなたは今、幸せですか？」
「幸せです。他に望むものはありません。」
「あなたにとって一番大事なものはなんですか？」
「家族です。いまはとても満足していて、あとは静かに死んでいくだけです。」
これは、2001 年に NHK の「あなたはいま幸せですか 地球家族２００１」とういう番組の中でインタビュー中に質問を受けた
ブータンのある家族の、答えです。
国民総生産（GNP）とともに、国民総幸福度（GNH）の充実を掲げるヒマラヤ山麓の小国、ブータン。
「自然を破壊してまで産業化を急ぐ政策はとらない」という考えを貫く“環境先進国”であり、老若男女、子供から僧侶までが
ギャンブルを楽しみ、野良仕事をして祭りを楽しむ。・・・・・現代のブータンは、古き良き時代の日本に似ていて、なつかしさ
をおぼえます。この本を読むと、私たちが発展とともにどこかに置き去りにしてきてしまった、大切な価値観を思い出すこと
でしょう。また、日本では考えつかない新しいエコの形にも出会える一冊です。
図書資料室（センター２階） 午前１０時から午後８時まで
資料室内のみで閲覧可能です。 館外貸し出しはしていません

「ブラジルの子供たちが写した写真展」

１２月１０日（水）から開催予定

情報ロビー リニューアル記念

国際交流センター1 階 情報ロビー ／ 入場無料

９月に交流センターで開催した、日本ブラジル交流年記念事業 「ブラジリアン・交流フェスタ～写真で交流ワンダーアイズ」
のワークショップでは、川崎の子ども達が自分たちで撮った写真を、ポストカードにしました。それをブラジルの子ども達に
送ったところ、今度はブラジルからポストカードの返事が、たくさん届きました。どれも彼らの素直な心の目を通して撮られた
感性豊かなものばかり。写真に写った子ども達は笑顔に溢れ、写されたアマゾンの大自然の向こうには、子ども達のメッセ
ージがこめられています。写真を通して、新たな感動と発見があることでしょう！ ご家族皆様で、ぜひご覧ください。

見 学 会
１２月８日（月） １３時３０分～１６時３０分
対象施設 ホール ・ レセプションルーム
特別会議室 ・ 特別応接室

❁
❁
❁
❁

演出に関する付帯設備もご説明した上で、体験できます。
備品類もご覧になれます。
当日時間内にご来館の上、受付にお申し出ください。
次回は３月９日（月）を予定しています。

★ １２月の施設点検日は次の通りです
月 日
１２月２２日（月）

施設利用
×

受付業務 および ふれあいネット

○ （９：００ ～ １８：００）

協会業務

レストラン

ホテル

○

×

○

★ 年末・年始の次の期間は休館となります。１２月２９日（月）から 1 月３日（土） （ホテルは営業します）
施設利用
×

受付・ふれあいネット

協会業務

レストラン

×

ホテル宿泊者のみ利用できます

×

ホテル
○

★ 新年は 1 月４日（日）より開館いたします。皆様どうぞ、良いお年をお迎えください。

（発行） 川崎市国際交流センター

東急東横線・目黒線 元住吉駅下車 西口より徒歩１０分

〒211-0033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町２－２
http://www.kian.or.jp/kic/ E-mail：Kiankawasaki@kian.or.jp

電話 ０４４－４３５－７０００
FAX ０４４－４３５－７０１０

