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公益財団法人豊田市国際交流協会TIA  2012年度事業計画
　ＴＩＡが、公益財団法人として新たな一歩を踏み出してから１年が経過しました。より一層市民の皆さんと交流を深め、活動を
共にできるよう、新年度も努めてまいる所存です。
　2012年度はボランティアの皆さんが多様な形で参加・参画できる「国際の日」を開催するなど、充実した内容で装いも新たに
皆さんに楽しんでいただける交流事業を展開します。さらに、日本語や外国語の学習の場も継続して、多彩なクラスを提供してま
いります。2012年度も豊田市の国際化への支援体制をますます固められるよう、皆さんのお力をお借りしながら、真摯に各事業
に取り組んでまいります。

【公益目的事業１】
　～地域と諸外国との相互理解と友好親善を深めるための国際交流と国
際協力に関する事業
○国際親善使節の受入れ
　International Educators to Japan(IEJ)受入れ
　ホームスティの受入れ（随時）
○ナショナルデーの開催
○「国際の日」事業の開催
○地域の国際交流に関するイベント等への協力・支援事業
○国際協力機構（ＪＩＣＡ）ボランティア説明会開催事業
【公益目的事業２】
　～地域の国際化を推進するための人材の育成と地域の市民活動等の支援
に関する事業
○ボランティア登録・育成・紹介事業
○ボランティア意見交換会の開催
○市内の学校国際理解教育プログラム相談・支援事業
○子ども英語交流補助ボランティア
○国際理解教育セミナー
○外国語講座（中国語、スペイン語、ハングルなど）
○小学生国際理解教育学校招待プログラム
○草の根の国際交流の推進
○国際交流市民事業助成金事業
○自主サークル・後援団体への支援事業
○とよたグローバルスクエア運営事業
【公益目的事業３】
　～外国人と共に暮らす多文化共生社会の実現に向けた事業
○日本語講座
○緊急日本語講座
○外国人多言語相談事業
○通訳派遣事業
○翻訳事業
○豊田市外国人災害サポートボランティア養成講座
○とよた日本語学習支援システム支援事業
○外国人子弟教育支援事業
【公益目的事業４】
　～国際交流・国際協力、多文化共生を推進するための情報を提供する事業
○ＴＩＡ機関誌発行事業
○広報とよた「外国人のための情報コーナー」
○ＴＩＡホームページの運営

公１「国際の日」

公３「緊急日本語講座」

公２「国際理解教育セミナー」
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インフォメーション Information

＜開催中＞※電話で受講の可否をまずご確認ください。
●TIA日本語講座
内　容）有資格者による日本語指導
日　程）９月15日まで毎週土曜日　午前９時半～12時
受講料）10,000円／期（テキスト代別）
レベル）入門～初級
定　員）各クラス20人程度
●日本語サロン
内　容）ＴＩＡボランティアグループによる受講者のレベルに

応じた授業
日　程）９月12日まで毎週水曜日　午前10時～12時
受講料）1,000円／期
レベル）入門～上級クラス
その他）小さい子どもさんと一緒でも可
●Alpha日本語教室
内　容）ＴＩＡボランティアグループによる受講者のレベルに

応じた授業
日　程）８月５日まで　毎週日曜日　午前10時半～12時半
受講料）1,500円／期（テキスト代別）
レベル）入門～上級クラス
●日本語教室はじめのいっぽ
内　容）ＴＩＡボランティアグループによる授業
日　程）９月30日まで毎週日曜日　午後３時～５時
受講料）1,000円／期
レベル）入門～初級レベル
その他）日本語を教えるボランティア募集中！経験は問いま

せん。

＜近日開講＞
●やっぱり！日本語講座
内　容）日本での日常生活や就職活動に役立つ簡単な日本語
次期日程）７月３日～９月21日（各クラス全11回）

入門クラス／金曜日
初級クラス／木曜日
中級クラス／火曜日
昼間クラス　午後１時半～３時半
夜間クラス　午後６時半～８時半

受講料）無料（テキスト代別、2,500円程度）
申込み）６月19日（火）午前10時よりＴＩＡ窓口にて

日本語教室 お知り合いの外国人住民の方にお知らせ下さい！

★イベント期間：７月21日（土）～29日（日）
この夏、英国ロンドンで第30回オリンピック競技大会の開
催が予定されています。この機会にＴＩＡでは英国に関す
るイベントやセミナーを開催します。
★すべて参加無料
★イベント開催場所：とよたグローバルスクエア
★申込み：下記イベント①②⑤⑦は事前申込みなし
　　　　　③④のセミナーの申込み
　　　　　[対象]　中学生以上
　　　　　[定員]　先着80人／各セミナー
７月５日（木）午前10時よりTIAへ電話（33－5931）かメー
ル（tia@hm.aitai.ne.jp）
★内容：
　①７月21日（土）午後２時～４時　映画上映会
「ヴィダル・サスーン」
※５／26～全国で上映、東海地域では上映未定。

　②７月22日（日）午後２時～３時　ナショナル・デー100回
記念「英国①」

　③７月27日（金）午後２時～４時　国際理解教育セミナー
　　「イギリスからのそよ風～多文化を楽しむⅠ」
　　※英国人講師よりイギリスの多様性について住宅とコミ

ュニティの視点から学び、私達の社会の状況を振り返
り、この先の未来について話し合う

　　※英語⇔日本語の逐次通訳あり。
　④７月28日（土）午後２時～４時　国際理解教育セミナー
　　「イギリスからのそよ風～多文化を楽しむⅡ」
　　※英国人講師とＩＴコミュニケーションの有効性、ある

いは顔の見える関係の大切さを話し合う
　　※英語⇔日本語の逐次通訳あり。
　⑤７月29日（日）午後２時～３時
　　ナショナル・デー100回記念「英国②」
　　※アフタヌーン・ティーの紹介
　⑥７月21日（土）～29日（日）英国に関するパネル展示

※詳細はＴＩＡのホームページ
　（http://www.tia.toyota.aichi.jp/）でご覧いただくか、
TIAへお問合わせ下さい。また上記の内容は変更する可能
性があります。

ロンドン・ウィーク・イベント

賛助会員制度のご案内

『とよた国際交流市民事業助成金』申請受付中！

★年会費　個人：一口1,000円（一口以上）、法人・団体：一口
10,000円（一口以上）
★入会方法：「①会費の納入」、「②申込み」を併せて行ってく
ださい。
①会費の納入
指定口座に会費をお振込みいただくか、ＴＩＡ窓口にて直接お
支払いください。なお、ＴＩＡパンフレットに豊田信用金庫店
舗窓口専用振込用紙がはさんであります（振込手数料無料
になります）。
②申込み
ＴＩＡパンフレットに入会申込はがきが入っていますので、必
要事項をご記入の上、ご投函ください。お手元にパンフレッ
トがない場合はＴＩＡ事務局までお問い合わせください。

●賛助いただき、ありがとうございました！
　（法人・団体会員のみ、受付順：2012年1月～4月末受付分）
（社）豊田青年会議所、（株）東海理化、神星工機（株）、
国際ソロプチミスト豊田、豊田共栄サービス（株）、
（株）ジーエスエレテック、トリニティ工業（株）、
三栄工業（株）

「多文化共生社会をめざして－日本語学習支援が創る地域社会－」を開催

人事異動のお知らせ

★対象事業
地域の国際化に貢献する国際交流事業。ただし、他団体か
ら助成金を受けている事業は除く。
★助成金額
上限５万円。助成金額は事業内容、助成金使途、積算等に
応じて審査し決定します。
★応募期間
12月27日（木）まで随時（助成対象は先着10件までですが、
審査があります）。
★詳細・応募方法
その他詳細は『とよた国際交流市民事業助成金』募集要
項をご参照ください。募集要項と助成金交付申請書はＴＩ
Ａにて配布しています。また、ＴＩＡのホームページ
（http://www.tia.toyota.aichi.jp/）から申請書をダウン
ロードできます。申請書に必要事項を記入し、必要書類を
添付のうえ直接ＴＩＡへ提出してください。
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TIA最新トピック TIA New Topic

「多文化共生社会をめざして「多文化共生社会をめざして－日本語学習支援が創る地域社会日本語学習支援が創る地域社会－」を開催」を開催「多文化共生社会をめざして－日本語学習支援が創る地域社会－」を開催

人事異動のお知らせ人事異動のお知らせ人事異動のお知らせ

　とよた日本語学習支援システム構築記念シンポジウム「多文化共生社会をめざして-日本語学習支援が創る地域社会-」が、３月
28日(水)豊田産業文化センターにおいて、豊田市・名古屋大学の共催で開催されました。「とよた日本語学習支援システム」とは、
多文化共生社会への寄与を目的とした包括的な日本語学習支援のしくみで、2008年度より豊田市が名古屋大学留学生センター
に委託し、その構築、運用、普及に取り組んできました。
　シンポジウムには約200人が来場し、太田稔彦豊田市長、杉山寛行名古屋大学理事・副総長の挨拶で幕を開けました。第一部
では池上重弘静岡文化芸術大学教授による「多文化共生社会をめざして-国と地方の動向」と題した基調講演、早川俊章文化庁文
化部国語課長から『生活者としての外国人』のための日本語教育施策の報告が行われました。それに続き、北村祐人システム・コ
ーディネーター、村上京子名古屋大学教授から４年間のとよた日本語学習支援システム構築と運営の成果報告が行われました。
　第二部では、池上重弘教授、井上洋日本経済団体連合会社会広報本部長、西原鈴子元東京女子大学教授をパネリストとして迎
え、衣川隆生名古屋大学准教授をコーディネーターとした「日本語学習支援における『連携』を語る」と題したパネルディスカッ
ションが行われました。日本語学習支援の枠組みの普及を図る上で見えてきた課題を共有し、それを解決していくために産学官
民がどのような連携ができるのかについて活発な討論が行われました。

第1部　池上教授による基調講演 第２部　パネルディスカッション

加藤美貴子さん
（４月１日付で市役所環境政策課より）
　4月からＴＩＡの事務局長としてお
世話になっております加藤です。長年
に渡り、多くの実績を重ねてこられた
古橋さんの後任ということで、至らな
い点も多いかと思いますがよろしく
お願いいたします。
　着任後、多くのボランティアの皆様
がこのＴＩＡで活動されているのを拝
見し　｢国際化の主役は市民である｣
というＴＩＡの理念を実感しています。
これからも、より多くの市民の皆様に
ＴＩＡを知っていただき、交流や活動
の場としていただけるよう、スタッフ
と共に力を合わせてがんばりたいと
思いますので、引き続きご理解、ご支
援をよろしくお願いいたします。

白井彩絵さん
（３月31日付で退職）
　今思えばあっという間の10
年でした。
　後悔、失敗、挫折、挑戦、達
成感、喜び、感動…この間、本
当に様々な経験をさせてもら
い、また多くの方と出会うこと
ができました。今はこの経験
と出会いに感謝の気持ちでい
っぱいです。
　ＴＩＡの存在が地域の国際
化の拠点として、さらに多くの
市民の方へ浸透していくこと
を願っています。ありがとうご
ざいました。

古橋三吉さん
（４月１日付で市役所国際課へ）
　今回市の人事異動により、4月より豊田市役所国
際課に勤務することになりました。
　TIAでの5年間の勤務中には、とよたグローバル
スクエアへの事務所移転、日伯交流100周年、TIA
設立20周年、国際の日設定、公益財団法人への移
行、賛助会員制度の導入等、毎年新たな取組みがさ
れてきましたが、豊田理事長をはじめ、ボランティ
アや職員の皆さんのご協力をいただき、毎回順調
に業務を遂行することができました。
　4月からはTIAの市の担当窓口として裏方に徹し
てまいります。厳しい経済状態が続く中、TIAをと
りまく環境も決して楽な状況ではありませんが、
「国際化の主役は市民である」というTIAの理念を
大切にして、ともに豊
田市の国際化の推進に
取り組んでいければと
考えています。本当に
5年間ありがとうござ
いました。そして今後
とも引き続きよろしく
お願いいたします。

※左側で立っているのが白井さん
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多文化の窓 Meet The World
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2012年6月１日発行（3,000部季刊）
編集・発行  公益財団法人豊田市国際交流協会（TIA）
〒471－0034 豊田市小坂本町1－25　豊田産業文化センター3F

TEL（0565）33－5931  FAX（0565）33－5950
E-mail：tia@hm.aitai.ne.jp〈月曜休館〉

〔ホームページ〕　http://www.tia.toyota.aichi.jp/

今年度より編集を担当することにな
りました。ＴＩＡに来て２年目、新し
い目線を機関誌づくりに活かしてい
けたらと思っています。ボランティア
の皆さんも、ぜひ一緒にグローバル
インフォを作りませんか。興味のあ
る方、ご連絡をお待ちしています！

（木）

豊田市外国人登録者数の状況

2012年5月1日現在豊田市調べ

割合（％）人　数
42 .6  
21 .4  
9 .9  
8 .9  
5 .0  
2 .7  
1 .9  
1 .8  
5 .8  
100  

国　　籍
ブ ラ ジ ル
中 国
韓 国 又 は 朝 鮮
フ ィ リ ピ ン
ペ ル ー
タ イ
ベ ト ナ ム
イ ンド ネ シ ア
その他65カ国）
総数（７3カ国）

423 ,582  
3 .32  

豊 田 市 総 人 口
外国人登録者数の割合（％）

5,991  
3 ,008  
1 ,388  
1 ,258  
699  
379  
273  
249  
815  

14 ,060  

編 集 後 記編 集 後 記編 集 後 記

賛助会員紹介賛助会員紹介賛助会員紹介 「豊田地区日韓親善協会」 豊田市陣中町2－17－5　TEL：0565－33－0195

寺田　楊さん
てら ようだ

　今回は豊田地区日韓親善協会の天野弘治会長よりお話を伺いました。同会
が設立されたのは1980年。当時は「オールドカマー」である韓国・朝鮮出身者
が外国人住民の大きな割合を占めていた頃でした。最近でこそ韓流ブームが
定着し、韓国を旅行で訪れる人も多く、メディアでもよく取り上げられる日韓
交流ですが、同会は設立当時から隣人としての韓国籍住民との交流を地道に
進めてきました。
　最近の会員数は150人ほど。数十人の会員で毎年韓国を訪問して意見交換
会などを行っています。2011年は韓国民団豊田支部と同会の女性たちが協力
して韓国文化バザーを行い、その収益のうち25万円を東日本大震災被災地に
寄付しました。日常的にもバス旅行を企画するなど、支部と同会は二人三脚
で交流を深めています。また、豊田と韓国の少年サッカー団が隔年で双方を
訪問し、親善試合などを行う企画も支援しています。
　天野会長は「日本へ帰化する人も多く、韓国籍住民の人口は減少傾向で、高
齢化も進んでいる。今後は日韓の若い世代の交流を進めていきたい」と抱負
を語っていました。同会には今後とも地域での国際交流推進の担い手として、
活躍していただきたいと願っております。

　新しい中国語相談員、寺田さんをご紹介します。
　私は中国の貴州省
貴陽市の出身です。四
川外国語学院日本学
部を卒業し、卒業後、
中国重慶にて自動車
工場生産設備関係の
プロジェックトで日本
語通訳を務めました。
その時の日本人スー
パーバイザーのリーダーと現地で結婚をし来日しました。
　豊田市で子育てをしながら、日本語を勉強しつつ、日本語
教師を目指して、ボランティア活動にて外国人に日本語を教え、
個人で来日された中国人の子どもの日本語指導と日本人の子
どもの中国語の指導、又、‘華豊の友’の中文学校で中国語検
定中級クラス担当をさせていただきました。
　今年４月から、TIAの中国語相談員として勤めています。

　中国から来日された皆さんが社会、文化、環境が
違う中で、一日でも早く豊田市の生活に慣れるよう
に、お手伝いさせていただきたいと思います。お役
に立てるように皆さんと頑張りたいと思います。よ
ろしくお願いします。

天野会長：豊田地区日韓親善協会にて

相談員紹介相談員紹介相談員紹介

2012年４月から外国語相談員の体制が変わりました

火

水

木

金

土

日

中　国　語

13：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

  9：00～12：00

10：00～16：00

ポルトガル語

10：00～16：00

10：00～16：00


