3 月号

掲載されている情報は編集当時のものです。予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

YOKE は、C プラット運営委員の構成メンバーです。

49 講座を実施しました。
天候にも恵まれ、来場者総数は 1,099 人 （参加団体・主催団体含む）。 子どもの教育、人材育成、食糧、福祉、医療、復興支援、スポーツ、映画･･･と、
バラエティに富んだ講座への参加延べ人数は 1,619 人。 立ち見や満席が出たり、 複数国の大使が列席されたりと、 ２日間それぞれに賑わいました。
来場者アンケートによると、 10 代から 70 代まで幅広い年代層の参加があり、 ７割以上が初来場。 参加者満足度も 95％と高く、 5 講座以上に参加され
ていた方もおいででした。 また、 JICA 横浜ギャラリー展も、 雰囲気がよくて見やすかったと好評でした。
こうした中、 YOKE も、 2 月 6 日 （土）、 「地域で育つ子どもたち ～写真と共に語る 外国人保護者の思い～」 というテーマで講座を企画 運営し、 約
40 人の市民が参加しました。 日本で子育てする外国人保護者は、 地域でどんなことに悩み困っているか ――２人の外国人保護者が３年前に自ら制作したビ

YOKE)２０１６年３月５日発行２０５号︵毎月５日発行︶

デオ作品を上映した後、 当時と現在の状況をつなぐインタビュー形式で、 自身の体験や思いを語っていきました。
インタビューの中で、 インドネシア出身の齋藤エニさんは 「日本に来たばかりの外
国人は最初、 日本語を話せないけれど、 日本人から日本語で声をかけてほしい。 家
に帰ったら調べるので、 それが日本語の勉強にもなります」 と訴えました。 次にブ
ラジル出身の石原サンドラみどりさんは 「自分の国の言葉 ・ 文化を大切にしているけ
れど、 日本社会で生活していくためには、 日本語を勉強し日本の文化を理解すること
も大切です」 と強調し、 参加者らはじっと耳を傾けていました。
その後、 ８つのグループに分かれて、 外国にルーツ ・ つながりをもつ子どもたち
が地域で育つために 「地域で自分に出来ることは何か？」 話し合い、 ポストイット
にアイデア等を書いて模造紙に貼り、 発表しました。
参加者からは 「映像とインタビューを織り交ぜた内容構成で、 講師の話がたいへん
具体的で良かった」 「当事者の生の声を直接 聴けたのは良い機会となった」 「外国
人の立場で生活すること ・ 子育てすることは、 どういうことかを話してくださって参
考になった」 などの感想が聞かれました。

専門
相談

写真 ： グループ別話し合いに参加中の外国人講師

みんなでつながろう！ひろげよう！！

通訳付き、無料。秘密は守ります。
お気軽にご参加ください。

4 月 7 日（木）
13:00〜16:00

行政書士相談

YOKE のこと、 外国人のみなさん ・ 支援者の
みなさんの役にたつ情報を発信しています。
2016 年 2 月 18 日現在

1590

3 月 12 日（土）中・西
3 月 26 日（土）英・西
10：00 〜 12：30

教育のこと、何でも相談できます。

外国人教育相談

「いいね！」

https://www.facebook.com/2012yoke

主催：多文化共生教育ネットワークかながわ（ME-net)

年金・労働相談

5 月 1 7 日（火）
13:30〜16:30

（英・中・西）

社会保険労務士（社労士）が対応

気になる情報はありましたか？
記事の詳細は YOKE ホームページをご覧ください。
電話でのお問合せもお気軽に！

YOKE

予約は YOKE 情報・相談コーナーへ
℡ 045-222-1209
言
語

月〜金
第4土

中国語

スペイン語

月〜金
第2土

月〜金
第2・4土

対

YOKE
情報・相談
コーナー

英語

横浜みなとみらいホール●

応
時
間

曜日

時間

最終受付

月〜金

10：00〜11：30
12：30〜17：00

16：30

第2・4土 10：00〜13：00

12：30

4 月からスケジュールが 1 部変更になります。

℡. 045-222-1209
yoke

公益財団法人

国立大ホール●

パシフィコ横浜
展示ホール

FAX 045-222-1187
info.corner@yoke.or.jp

横浜市国際交流協会

横浜市西区みなとみらい 1-1-1
パシフィコ横浜 横浜国際協力センター 5 階
☎ 045-222-1171（代表） FAX 045-222-1187 E-mail yoke@yoke.or.jp
http://www.yoke.or.jp YOKE FB ページ http://www.facebook.com/2012yoke

●ヨコハマ グランド
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記
事

月号

紹

公益財団法人

ヨークピア

介

横浜市国際交流協会

P1
・「YOKE 情報相談コーナー」対応日一部変更
< 参加者募集 >
・YOKE 日本語教室
・「ようこそ！留学ワールドへ」／横浜市国際学生会館
P2
< 参加者募集 >
・YOKE 語学講座
・なか国際交流ラウンジ第 3 回国際理解講座
・なか国際交流ラウンジ日本語教室
P3
・市内の団体の情報 等
P4
・横浜国際フォーラム 2016 開催報告
・YOKE からのご案内
<■YOKE の情報 ■YOKE 以外の情報 >
・開催年について記載がない場合は 2016 年です。
・参加費の記載がない場合は無料です。
・情報の詳細はYOKEホームページで見ることができます。

yoke

「YOKE 情報・相談コーナー」対応が一部変更になります。
在住外国人の為の生活情報の提供や相談を電話や面談により行っている
YOKE 情報・相談コーナーの対応日が４月から一部変わります。
4月から

3月まで
英語

中国語

スペイン語

月〜金

月〜金

月〜金

第4土

第2土

第2・4土

曜日

時間

最終受付

月〜金

10：00〜11：30
12：30〜17：00

16：30

第2・4土

10：00〜13：00

12：30

→

英語

中国語

スペイン語

月〜金

月〜金

月〜金

第2・4土

第2土

第4土

045-222-1209

℡

E-mail

2016 年

4 月 20 日〜 7 月 4 日

横浜で暮らす外国人住民の方が、より豊かな生活が送れるように、
日常生活に役立つ日本語を学習します。
教室に参加する皆さんが知り合うことを大切にしています。

16 歳以上

日本に 3 年以上
住む予定の人

FAX 045-222-1187

info.corner@yoke.or.jp

〜伝えあおう！私のこと 横浜のこと〜
こと〜

月
曜日

日常生活で日本語が
必要な人

水
曜日

祝日を除く

10：30 〜 12：00
@YOKE

のための初級レベルの教室です。
参加費：10,000 円／ 20 回
（教材費込）
定員：30 名（先着順）
インタビューをします。電話かメールで予約してください。
YOKE 情報・相談コーナー （英語・中国語・スペイン語可）

℡ 045-222-1209

●横浜ベイホテル東急

メール info.corner@yoke.or.jp

6 名くらいのグループ学習です。

みなとみらい駅

横浜市国際学生会館

●クイーンズスクエア
横浜

横浜美術館

●日本丸
メモリアルパーク
●横浜ランドマークタワー
●動く歩道

桜木町駅

〒220-0012

④

多 文 化 共 生

ＹＯＫＥ日本語教室

（英・中・西）

公益財団法人 横浜市国際交流協会︵

2 月 6 日 ( 土 )・7 日 ( 日 )、 よこはま国際フォーラム 2016 が JICA 横浜で開催されました。 国際協力・交流及び多文化共生に取り組む 43 団体が集まり、

編集・発行

ヨークピア 2016

みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩 5 分
JR・市営地下鉄「桜木町駅」下車徒歩 15 分

申込みは

☎ 045-507-0318

留学生による文化講座「ようこそ！留学生ワールドへ」

「中央アジアのワンダーランド、トルクメニスタンへようこそ！」
トルクメニスタンの魅力を、日本語の堪能な留学生がわかりやすくご紹介します。踊りの実演や
手作りのお菓子（ピシメ）も併せてお楽しみください。

4 月 23 日（土）13：30 〜 15：45
●場所：横浜市国際学生会館 3F ホール
●対象・定員：16 歳以上、30 名
●参加費：600 円（茶菓つき）
●申込み：4 月 9 日 ( 土 )9：00 〜電話にて（先着順）

横浜市国際学生会館
横浜市鶴見区本町通 4-171-23

①

℡ 045-507-0121

FAX 045-507-2441

ヨークピア 2016

ヨークピアへ情報掲載希望の場合（条件あり） event@yoke.or.jp

3 月号

さまざまな文化や国のこと、そこで暮らす人々のことなどに触れなが
ら、コミュニケーション力を身につけることを目的としています。
講師自らのさまざまな経験などを取り入れたレッスンでは、たくさん
の「異文化理解」の機会があることでしょう。

〜みなとみらいで外国語を学ぶ・異文化を知る〜

YOKE 語学講座

問合せ
申込み

アメリカ・カナダ他

場所

045-222-1173
college@yoke.or.jp

言語

（プロフィール他、詳細はホームページで）

コース

クラス

英 会

※外国人の方は優先枠があります。
※現在の受講者の継続申込みと見学・体験者の優先申込みの受付後の欠員募集と
なります。

話

申込み

37,080 円、月 1 回コース 12,360 円 （税込）

※テキスト代別（4,000 円以内）

定員 13 名

曜日

時間

初級

< 連絡事項 >
①希望コース ②氏名（ふりがな）③電話番号 ④講座を何で知ったか

13：00 〜 14：30

木曜
金曜

週1回

火曜

（全 18 回）

準中級

*¹

3 月 2 日（水）16：00 〜 電話で受付
3 月 3 日（木） 〜 電話・E-mail で受付

青葉区区民交流センター田奈ステーション内

スペイン語

初級Ⅱ〜準中級

（全 18 回） 準中級〜中級

*¹ 7/23 〜 8/29 は休講

4/7 〜 9/29
4/8 〜 9/30

13：00 〜 14：30

4/5 〜 9/27

13：00 〜 14：30

水曜

4/5 〜 9/27

10：30 〜 12：00

木曜 10：30 〜 12：00
ディスカッション
第2
月1回
（全 6 回） （中級以上） 土曜 *² 10：30 〜 12：00
週1回

詳細は各ラウンジへお問いわせください。
青葉国際交流ラウンジ

通年コース

15：00 〜 16：30

火曜

横浜市国際交流協会（YOKE)

週 1 回コース

市内の国際交流ラウンジ情報

℡ 045-989-5266

（公財）

参加費

2016

〒227-0064 青葉区田奈767番地

■スケジュール

4 月〜 9 月 通年コース（前期）
講師

☎

まで

4/6 〜 9/28

日本語学習者募集
日時：水曜10：30〜12：00、木曜18：30〜20：
00、土曜10：00〜11：30

4/9 〜 9/10

金曜

13：30 〜 15：00

4/8 〜 9/30

火曜

10：30 〜 12：00

4/5 〜 9/27

YOKE語学講座

対象：高校生以上
参加費：300円／各クラス月

子どもの学習補習教室
日時：水曜①16：00〜17：30②17：30〜19：00
対象：5歳〜中学生

金沢国際交流ラウンジ
〒236-0027 金沢区瀬戸22-2 横浜市立大学内
℡ 045-786-0531

FAX 045-786-0534

かもめ教室 みんなで発表会
全編英語。講義の後は英語でディスカッションや質問など、交流もできる参加型のセミナーです。

「かもめ教室」で勉強している子どもたちが、
思っていることや夢を日本語で話します。発表

◆日 時：3 月 26 日（土）13：00 〜 15：00 （受付 12：45 〜）
◆場 所：横浜カントリー＆アスレチッククラブ（YC&AC）
◆参加費：1,000 円（お茶代を含む）
◆定 員：30 名
◆申込み：3/11（金）10：30 〜電話または E-mail にて
< 連絡事項 > ①住所 ②氏名 ③電話番号

※3/11（金）10：30 以前のお申込は不可。
「横浜カントリー & アスレティッククラブ」とは？
横浜山手にある会員制スポーツクラブ、通称 YC&AC。140 年以上の歴史を
持つこのクラブは、スポーツや交流事業を通して、横浜でさまざまな役割を
担い、影響を与えてきました。

◆◆◆ゲスト◆◆◆

Mike Galbraith 氏
横浜のラグビーやスポーツの歴史についてレクチャー
します。
Galbraith 氏は仕事の傍ら、日本、特に横浜における
近代スポーツ史を長年調査、また YC&AC の歴史を
よく知る歴史家です。
横浜やスポーツの歴史について、さらに新しい発見や
驚きがあるかもしれません。

なか国際交流ラウンジ

☎ 045-210-0667

後、
ゲームやクイズをします。

日時：3月26日
（土）10：00〜14：00
場所：オフィスかなざわ（金沢スポーツセ
ンター内）
定員：50名

FAX 045-848-3669

2016年度第1学期日本語教室

市内の講座・イベント情報

期間：4月〜7月（詳細はホームページ参照）

詳細は主催者へお問い合わせください。

クラス：月13：00〜14：30、火10:00〜11：30*、
金10：00〜11：30・19：00〜20：30、土10：00〜

インドネシアの家庭料理＆遊び

11：30

日時：3月19日
（土）11：00〜15：00

*1歳6か月以上有料託児あり

参加費：2,000円／1期

教科書別途用意

nakalounge@yoke.or.jp

2016 年 5 月 17 日〜
2016 年 10 月 6 日

毎週火曜・木曜日
10：30 〜 12：00

参加費：800円

申込み：3/1（火）〜

講師：遠藤シルビアさん

太極拳入門

主催：オリーブみどり

日時：4月21日
（木）13：30〜15：30

申込み：080-5049-7949（飯田）

参加費：300円

k-iida.m.y.@h9.dion.ne.jp

定員：25名（先着順）

せかいのあかちゃんとママのひろば

毎週金曜日 10：30〜12：20

日時：4月11日
（月）10：30〜12：00

場所：とつか区民活動センター
定員：24名（抽選

（毎月第2月曜日開催）
参加費：100円

参加費：11,000円（全10回、資料代等含む）

当日直接会場へ

申込み：往復はがきまたはメールにて

都筑多文化・青少年交流プラザ
（つづきMYプラザ）
〒224-0003 都筑区中川中央1-25-1
ノースポート・モール5F
℡ 045-914-7171
FAX 045-914-7172

国際交流＆青少年のための

第8回プラザまつり〜やさしさと感動を〜
日時：3月13日
（日）10：00〜15：00
内容：つながりの写真展2016、プラザにつな
がる世界の国々、地球にやさしいと思うこと、
2Fセンターコートステージ、江戸芝居小屋、国
際ティー＆クラフト、おもしろ科学実験、楽器
＆バンド体験、
日本の伝統文化、
ミニステージ

します。
ご利用の際はお間違えのない

3/30（水）
・31（木）は閉館します。

港北国際交流ラウンジ

℡ 045-337-0012

FAX 045-337-0013

入門・初級の日本語教室
日時：木曜18：30〜20：00、金曜10:30〜12：00
、土曜13：30〜15：00
3/24（木）は持ち寄りパーティをします。

子どもの勉強会

大豆戸地域ケアプラザ内

対象：日本語を母語としない小・中学生

℡ 045-430-5670

FAX 045-430-5671

定員：30 名

実施期間：4 月 7 日（木）以降の火曜または木曜

桃の花や菜の花をいけて、一緒に日本伝統行
事「ひなまつり」を楽しみましょう。
日時：3月13日
（日）11：30〜13：00

nakalounge@yoke.or.jp

参加費：200円／日本人、無料／外国人
当日直接会場へ

②

主催：グループ “わ”
問合せ：090-2752-1820（小野）
第51回磯子区国際交流コーナー・プチサロン

外国人による日本語スピーチの会
日本語を勉強中の外国人のみなさんが、日本
語でスピーチを行います。
日時：3月26日
（土）14：00〜16：00
会議室

問合せ：080-5477-5313（岩鬼）

横浜YWCA第22回英語で多文化セミナー
Education for Peace in Senegal
日本語を勉強中の外国人のみなさんが、日本
語でスピーチを行います。
場所：Mr.Diouf E. H. Massamba(セネガル出身
バオバブの会会長)
ゲスト：横浜YWCA

日時：毎週土曜日 10：00〜12：00

いけばなDEひなまつり

☎ 045-210-0667

しめきり：3月24日
（木）

日時：3月12日
（土）14：00〜15：30

対象：外国人

〒222-0032 港北区大豆戸町316-1

グループ分けのためのインタビューを予約してください。

なか国際交流ラウンジ

<宛先>〒244-0805戸塚区川上町91-1 モレラ東戸
塚3階 とつか区民活動センター内 メールボック
ス番号５
メール： info-wa@4mana.com
<記載事項>①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤性
別 ⑥電話番号 ⑦今後の抱負 (簡単に)

〒240-0004 保土ケ谷区岩間町1-7-15

金沢国際交流ラウンジ移転のお知らせ

対象者：（原則）中区在住在勤の 16 歳以上の外国人

学習形態：レベル別小グループレッスン（最大 5 グループ）

日本語指導ボランティア養成講座入門編
日時：4月8日
（金）〜6月24日
（金）

場所：なか国際交流ラウンジ ( 中区日本大通 35 中区役所別館 1F)

費用：6,000 円／ 1 期全 30 回（前納）★期ごとに前納

場所：中山地区センター4F

場所：磯子区役所7F

4月1日（金）から金沢区役所2Fに移転

（7/25 〜 8/30 は休み）

初心者対象です。事前にインタビューを行います。

対象：外国人（日本人は要事前申込み）

℡ 045-848-0990

保土ケ谷区国際交流コーナー

号は変わりません。

日常生活に役立つ日本語を楽しく学ぶ教室です。

ゆめおおおかオフィスタワービル13F

当日直接会場へ

ようお願いします。電話番号とFAX番

「なか国際交流ラウンジ・日本語教室」受講者募集！

ンチパーティ」

申込み：3/11（金）〜来館または電話にて

5月の節句を祝おう
親子で作るフラワーアレンジメント
日時：4月23日
（土）13：30〜15：00
定員：日本人の親子10組、外国人の親子
10組（先着順）
申込み：3/15（火）〜電話にて

3/8「みんなで遊ぼう」
、3/29「一品持ち寄りラ

〒233-0002 港南区上大岡西1-6-1

検索

わきあいあいとした楽しいレッスンです♪
【見学・体験】ご希望の方は、お問合せください。

第 3 回
国際理解
セミナー

※水・土保育有

4/7 〜 9/29

*² 8 月は、8/27

レベルの目安、講師の紹介など
詳細はホームページで。

FAX 045-982-0701

港南国際交流ラウンジ

3 月号

1Fラウンジ

参加費：1,000円
申込み：全日までに電話（045-681-2903）
また
はメール（office-yokohama@ywca.or.jp）にて

ハローギャザリング
春分の日をテーマに開催
日時：3月19日(土）15：00〜16：30

３月 12 日（土）
元町ショッピングストリート（中区）
主催：セントパトリックデーパレード横浜元町実行委員会

外国人母子交流会
日時：3月8日・29日
（火）10：30〜11：30

③

< ボランティア募集中 >
http://inj-yokohama.com/

