
　新年早々の開催でしたが、盛況のうちに

終了できたことは協会にとって明るい

ニュースです。リンツ市の動画を観たあと

のトークでは食品ロスやリサイクル料理の

こと、地産地消のこと、自然エネルギーや

プラスチックごみのことなど意見交換をし

ました。

　このイベントが、人と人との絆を大切に、

個人や団体など様々な分野での市民交流に

繋がるきっかけになれば、と思います。今

後も持続可能な国際交流を目指します。
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申し込み、問い合わせは事務局へ

〒325-8501　栃木県那須塩原市共墾社108－２
Tel：0287－62－7324／ Fax：0287－63－1240
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2022年１月15日～１月23日

オーストリア共和国 リンツ市・那須塩原市
姉妹都市提携５周年記念
パネル展＆トークイベント
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2022年 4月1日から国際交流協会の事務局が変わります！
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2019 なしお博　NIAブース2019 なしお博　NIAブース

トークイベント：１月16日
まちなか交流センター「くるる」

日独修好160周年記念「青木周蔵パネル展」
那須塩原市とリンツ市を結ぶきっかけとな

り、ドイツと日本の橋渡しをした明治の外交官

「青木周蔵」のパネル展が開催されます。 今回の

パネル展では昨年7月にシュタイレック城（オー

ストリア共和国）で見つかったハナ（娘）の回想

録なども紹介されます。ぜひご覧ください。

■と　き　4月9日（土）～5月8日（日）
　　　　　9：00～17：30　

※４月中の月曜日は休館

■ところ　旧青木家那須別邸
（那須塩原市青木27）

■入館料　大　　人　200円
　　　　　小中学生　100円
■問い合わせ
【3月まで】那須塩原市企画部秘書課
　　　　　　Tel：0287-62-7324
【4月以降】那須塩原市

企画部市民協働推進課　
　　　　   　Tel：0287-62-7019



「リンツ編」 「ウィーン編」

日本語教室再スタート！リンツ市出身の大学生とオンラインで交流

ボランティア
指導者募集中！

　2021 年 9 月から 11 月まで、オーストリア共和

国ウィーン大学日本学科４年生で姉妹都市リンツ市

出身のフロレンティン・ハートルさんが、那須塩原

市役所にてオンラインでのインターンシップを行い

ました。

インターンシップ最終日の 11 月 12 日には報告会

が行われ、リンツ市を紹介する動画の試写や国際交

流協会理事との意見交換を行いました。ハートルさ

んが作成したリンツ市の魅力やオーストリア共和国の文化を紹介する動画や冊子をぜひご覧ください。

リンツ市旧庁舎前
コロナ感染状況により教室を休止する場合もあります

教室の運営方法についてのボランティアミーティング教室の運営方法についてのボランティアミーティング

日本の学校に進学したい！

日本語能力検定試験を

　　　　　　　うけたい！

日本語の文章を書きたい！

　コロナ禍の中、教室を休止していましたが、2021年 11月 2日（火）に再スタートしました。

　今年度は、日本に来てまだ慣れていない外国人の方を対象として、日常の生活に困らない

だけの日本語を身につけてもらうべく「初級者を対象としたコース」（全 12 回）を企画して

スタートしました。テキストもそのレベルにあったものを選定して使用しています。指導す

る側のボランティアにおいても、事前に「初級者を指導するための講座」（全 3 回）を受講

して準備を行いました。

　一方、受講者の皆さんとのコミュニケーションを行うなかで、市内に在住する外国人の方々

は、初級レベルの学習のみでなく日本語の学習に対してさまざまな要望を持っていることも

わかりました。

　今後は、さらにコミュニケーションを重ねながら、受講者各人の要望を取り入れながら、

それぞれの学習の目標設定を行い教室の活動を行っていきたいと思います。

（当面は火曜日のみの開催とします）「那須塩原市動画チャンネル」にて配信中！！

冊子もご利用ください

「リンツ編」と「ウィーン
編」の冊子のダウンロー
ドはこちらから



「リンツ編」 「ウィーン編」

日本語教室再スタート！リンツ市出身の大学生とオンラインで交流

ボランティア
指導者募集中！

　2021 年 9 月から 11 月まで、オーストリア共和

国ウィーン大学日本学科４年生で姉妹都市リンツ市

出身のフロレンティン・ハートルさんが、那須塩原

市役所にてオンラインでのインターンシップを行い

ました。

　インターンシップ最終日の 11 月 12 日には報告会

が行われ、リンツ市を紹介する動画の試写や国際交

流協会理事との意見交換を行いました。ハートルさ

んが作成したリンツ市の魅力やオーストリア共和国の文化を紹介する動画や冊子をぜひご覧ください。

リンツ市旧庁舎前
コロナ感染状況により教室を休止する場合もあります

教室の運営方法についてのボランティアミーティング教室の運営方法についてのボランティアミーティング

日本の学校に進学したい！

日本語能力検定試験を

　　　　　　　うけたい！

日本語の文章を書きたい！

　コロナ禍の中、教室を休止していましたが、2021年 11月 2日（火）に再スタートしました。

　今年度は、日本に来てまだ慣れていない外国人の方を対象として、日常の生活に困らない

だけの日本語を身につけてもらうべく「初級者を対象としたコース」（全 12 回）を企画して

スタートしました。テキストもそのレベルにあったものを選定して使用しています。指導す

る側のボランティアにおいても、事前に「初級者を指導するための講座」（全 3 回）を受講

して準備を行いました。

　一方、受講者の皆さんとのコミュニケーションを行うなかで、市内に在住する外国人の方々

は、初級レベルの学習のみでなく日本語の学習に対してさまざまな要望を持っていることも

わかりました。

　今後は、さらにコミュニケーションを重ねながら、受講者各人の要望を取り入れながら、

それぞれの学習の目標設定を行い教室の活動を行っていきたいと思います。

（当面は火曜日のみの開催とします）「那須塩原市動画チャンネル」にて配信中！！

冊子もご利用ください

「リンツ編」と「ウィーン
編」の冊子のダウンロー
ドはこちらから



　新年早々の開催でしたが、盛況のうちに

終了できたことは協会にとって明るい

ニュースです。リンツ市の動画を観たあと

のトークでは食品ロスやリサイクル料理の

こと、地産地消のこと、自然エネルギーや

プラスチックごみのことなど意見交換をし

ました。

　このイベントが、人と人との絆を大切に、

個人や団体など様々な分野での市民交流に

繋がるきっかけになれば、と思います。今

後も持続可能な国際交流を目指します。

発　行：那須塩原市国際交流協会　（事務局：那須塩原市企画部秘書課都市交流係）

Free membership fee for Schools,  Youth and  
Foreign residents　
Contact us at our office, Tel.or E-mail down below

会員募集 随時
Join Us NOW　

那須塩原市国際交流協会　NIA　那須塩原市国際交流協会　NIA　
年会費： 
個人会員　3,000 円　 
団体、法人会員　10,000 円
学校及び学生、外国人会員　会費免除
申し込み、問い合わせは事務局へ

〒325-8501　栃木県那須塩原市共墾社108－２
Tel：0287－62－7324／ Fax：0287－63－1240
E-mail：hisho@city.nasushiobara.lg.jp
HP : https://nasushiobara.ia.jp/

パネル展パネル展
2022年１月15日～１月23日

オーストリア共和国 リンツ市・那須塩原市
姉妹都市提携５周年記念
パネル展＆トークイベント

オーストリア共和国 リンツ市・那須塩原市
姉妹都市提携５周年記念
パネル展＆トークイベント

企画部市民協働推進課ダイバーシティ推進係
Tel：０２８７－６２－７０１９
Fax：０２８７－６２－７２２０
E-mail：kyoudousuishin@city.nasushiobara.lg.jp

2022年 4月1日から国際交流協会の事務局が変わります！
 【新】

Vol. 57

2022.3.5

那須塩原市
企画部秘書課都市交流係
Tel：0287-62-7324 

2019 なしお博　NIAブース2019 なしお博　NIAブース

トークイベント：１月16日
まちなか交流センター「くるる」

日独修好160周年記念「青木周蔵パネル展」
　那須塩原市とリンツ市を結ぶきっかけとな

り、ドイツと日本の橋渡しをした明治の外交官

「青木周蔵」のパネル展が開催されます。 今回の

パネル展では昨年7月にシュタイレック城（オー

ストリア共和国）で見つかったハナ（娘）の回想

録なども紹介されます。ぜひご覧ください。

■と　き　4月9日（土）～5月8日（日）
9：00～17：30　
※４月中の月曜日は休館

■ところ　旧青木家那須別邸
（那須塩原市青木27）

■入館料　大　　人　200円
小中学生　100円

■問い合わせ
　【3月まで】那須塩原市企画部秘書課

Tel：0287-62-7324
　【4月以降】那須塩原市

 企画部市民協働推進課　
Tel：0287-62-7019


	国際交流両面保存版(トリミングA4左)
	国際交流両面保存版(トリミングA4右)



