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にんぎょう つく

INVITING FOREIGN PARTICIPANTS!

小麦粉粘土で人形を作ってみませんか

・日 時：1２月１４日（木） 午後２時〜４時
優先
・場 所：ＴＩＣ活動室（ヴィータ ７階）
外国出身の方
・講 師：吾妻 豊子氏
・定員：７名
・費 用：３００円（材料費）
・持ち物： エプロン、先のとがった鋏
・申込・問合せ： 多摩市国際交流センター（ＴＩＣ)
Tel. 042-355-2118 E-mail: tic@kdn.biglobe.ne.jp（件名に小麦粉粘土と記入）

Priority is given to
foreign nationals!

たちかわぼうさいかん

じしんたいけん

さんかしゃぼしゅう

立川防災館での地震体験

参加者募集

日本は地震の多い国です。地震が起きたときに、どうしたらいいか、体験して学びましょう！
体験すること ( 予定 )：地震体験、消火訓練、煙体験。
非常食のご飯やパンの味見もします。

申し込み・問い合わせ：多摩市国際交流センター (TIC) へ
Tel : 042-355-2118 Fax : 042-355-2104
( 火〜金 午前１０時〜午後５時）
E-mail : tic@kdn.biglobe.ne.jp( 件名に防災館 or“Bosai-Kan”と記入 )

2017年度

あ な た も 国 際 交 流 の 輪 に 入 りま せ ん か
入会手続きは、所定の郵便振込みに必要事項をご記入の上、
郵便局またはTIC事務局で直接お支払いください。

多摩市国際交流センター (TIC)

Tama City International Center

〒206-0011 東京都多摩市関戸 4-72 ヴィータ･コミューネ７階
月〜土曜日 10:00 〜 17:00 （除日、第 1･3 月、祝）
Tel. 042-355-2118
Fax 042-355-2104
E-mail: tic@kdn.biglobe.ne.jp
URL: http://www1a.biglobe.ne.jp/tic/
Twitter: https://twitter.com/tic̲oﬃce

発行：広報部

毎月１０日

INVITING
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*Planned programs to experience by participants:
Earthquake simulation, extinguishing ﬁre and smoke maze
・Date: Thu./Holiday, November 23, 2017
・Meeting time/place: 9:30 am
・Monorail Tama Center Station ticket gate
・Keio Line Takahatafudo Station ticket gate
・Break up: Around 2:30pm at Tachikawa Bosai-kan
・Fee: 100 yen
・Capacity: Limited to 30 persons
(Transportation fee is at your own expense.)
・Bring your packed lunch (obento), drinks and
“Bosai card” if you have.
※Note: Please make sure to bring your lunch as there is
no convenience store nearby.
・Apply/Inquire: Tama City Intʼ l. Center (TIC)
Tel 042-355-2118 Fax 042355-2118 (Tue-Fri. 10am-5pm)
If by e-mail, put “Bosai-kan” in the subj. line
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外国語で聞く異国の文化 ＜公開講座：英語・韓国語＞

LEARN WHAT TO DO DURING AN EARTHQUAKE
VISIT TACHIKAWA BOSAI-KAN

・日時：1１月 23 日（木・祝日）
・集合：午前９時半 モノレール多摩センター駅改札
または京王線高幡不動駅改札
・解散： ２時半頃 現地解散
・定員：30 名
・費用：100 円（交通費は自己負担）
・持物：弁当・飲み物と、お持ちの方は防災館のカード
防災館の近くにはスーパー・コンビニ等はありません。
必ずお弁当を持参してください。

News
FOREIGN LANGUAGE OPEN CLASS：ENGLISH & KOREAN

・Date : Thursday, December 14 2:00 - 4:00pm
・Place: TIC Room (7F, VITA Commune)
・Teacher: Mrs. Toyoko Azuma
・Capacity: Limited to 7 persons
・Fee: 300 yen (materials expense)
・Things to bring: Apron and pointed-tip scissors
・Apply/Inquire: Tama City Intʼ l. Center (TIC) Tel 042-355-2118 (Tue-Fri. 10am-5pm)
If by e-mail (tic@kdn.biglobe.ne.jp), put “Komugiko nendo” in the subj. line

COME AND JOIN US
IN MAKING DOLL
CLAY WITH FLOUR

FRIENDLY TAMA NEWS
Monthly Issue

皆様のお友達や
お知り合い等で国際交流
活動に関心のある方をお誘い
して、国際交流の輪を
広げましょう。

【多摩市国際交流センター 賛助会員】
・恵泉女学園大学 ・多摩大学 ・NPO
グロウバル言語文化研究会 ・河邑公認
会計士事務所 ・東京多摩プロバスクラブ
・ハワイアンショップ スイートアロハ

公開講座の当該言語が堪能でなくても理解できる内容となっていますので、
ご興味のある方はどなたでもお気軽にご参加ください。
【韓国語】
・日 時：

１２月１日
（金）

午前10:00〜11:30
・ゲスト： 李 世園さん
（韓国・光州市出身）
・テーマ： 韓国の節分について

【英語】
・日 時：

１２月１２日
（火）

午前10:00〜11:30
・ゲスト ： Leland Merrillさん
（アメリカ・ミシガン出身）
・テーマ： The myth of the
United States

INVITING
FOREIGN PARTICIPANTS
Interested
in making clay?
Try how to make a clay
doll using
flour.

【共通項目】
・場 所： ＴＩＣ活動室（ヴィータ・コミューネ ７F）
・参加費： 会員３００円
一般５００円
・参加ご希望の方は、開催日前日までにＴＩＣ事務局に申し込み下さい。
・主 催 ：ＴＩＣ外国語セミナー部
・連絡先 ：多摩市国際交流センター（ＴＩＣ) Tel. 042-355-2118

ENJOY WALKING UNDER THE ROWS OF
GOLDEN GINGKO TREES AT JINGU GAIEN
じんぐうがいえん

いちょう

なみき

For details, see page 4

Are you prepared
for a disaster?
Join the Tachikawa
Bosai-kan tour
to learn

Inviting foreign participants
さんぽ

神宮外苑 イチョウ並木の散歩

紅葉の季節になりました。東京で一番人気のイチョウ並木は神宮外苑です。
黄色いじゅうたんの上を歩いて、秋を満喫しましょう。

さんかしゃぼしゅう

参加者募集

お昼は近くのコーヒー
・日 時： １２月３日
（日） ※雨天中止
ショップやレストランで食べる予定
・集合場所：聖蹟桜ヶ丘駅西改札口 午前１０：００
です。現地解散ですので、帰りは原
・持ち物： 水など
・定員：１５名
宿や明治神宮によって
・費 用： 無料 （交通費等は自己負担）
楽しんでください。
・申込締切：11月3０日
（木）
までにＴＩＣ事務局へ
・申込・問合せ： 多摩市国際交流センター（ＴＩＣ) Tel. 042-355-2118
VISIT TOKYOʼS FAMOUS GINGKO TREE-LINED AVENUE AT JINGU GAIEN

・Date：Sun., Dec. 3 ※Will be cancelled, if it rains.
・Meeting place/time:：10am in front of Seiseki Sakuragaoka Stn., West ticket gate
・Bring drinks, etc.
・Limited to 15 persons
・Fee：Free (Expenses such as transpo. fee are at your own expense)
・Application deadline: Thu., Nov. 30. Apply to TIC Oﬃce
*Will have lunch in the nearby restaurant. Also, enjoy strolling around Harajuku and Meiji Jingu after break up.
・Application/Inquiries：Tama City Intʼl. Center (TIC) Tel. 042-355-2118
E-mail:tic@kdn.biglobe.ne.jp (put “Jingu Gaien tour” in the subject line.

