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相談員・通訳協力者実務研修会
＆ Ｔタイムミーティング
11 月 30 日(金)

なったと感想もあり、大変有意義な研修会となりました。
Ｔタイムミーティングでは参加者同士の活動報告や自由

とちぎ国際交流センター

な意見交換をお茶を飲みながら気軽な雰囲気で行いまし
た。通訳や相談業

各市町等で外国人の相談に携わっている相談員や通訳

務では守秘義務が

者などを対象とした実務研修会を開催し、32 名が参加しま

あるためストレス

した。

を抱え込んでしま

今回の研修会は、「外国人就労の実態と法制度」と題し
て、社会保険労務士・行政書士の深見

いがちなため、自

史氏を講師にお招

由に悩みを話せる

きし、日本で働く外国の就労問題及び働くために必要な最

場を設けてもらう

低限の法律知識について学びました。

のは助かるという

参加者から通訳業務に役立つ内容だった、もっと回数が

感想がありました。

あるといい、基本的なことから最新情報までとても勉強に

▲深見氏が講師を務めた実務研修会

JETRO 欧州地域バイヤー招へい事業 県内視察

中学生が TIA で社会体験学習

平成 31 年 1 月 25 日(金)

宇都宮東高等学校附属中学校 11 月 13 日(火)～16 日(金)
山内心里さん、鈴木千優さん
宇都宮市立陽東中学校 12 月 18 日(火)～21 日(金)

大橋

愛さん

県と JETRO
栃木が実施し

働くことの意義や尊さを学ぶことを目的とした社会体験学習の

た「海外バイ

一環として、上記 3 人（いずれも 2 年生）を受け入れました。4 日

ヤーとの食品

間のプログラムの中で 3 人は、TIA 職員から仕事の内容を聞いたり、

輸出商談会」

企画展の準備、調理室・図書室の整理、イベントのチラシ発送な

に参加した 4

どを手伝いました。
「この体験を生かして人のために行動する生活

名のバイヤー

を送りたい」などの感想がありました。

（ハンガリー、
フランス、ベ
ルギー、ルー

▲県内のいちご園を視察

マニア）が県内視察を行い、TIA がその受入れ業務を行
いました。
一 行 は 、 本 県 産 の 日 本 酒 や 日 光 の 郷土料理を堪
能したり、鹿沼のいちご園を訪問し「とちおとめ」を
試食するなど、
「とちぎのおいしいもの」について知識
▲マーシャル企画展の準備を手伝
ってくれた山内さん（右）と鈴木さん

▲イベントのチラシ送付を手伝う
大橋さん（左から 2 番目）

を深めました。

TIA ランチタイムコンサート お昼の時間（12:15～13:00）に、とちぎ国際交流センター1 階のラウンジ等で音楽を楽しみました♪
◇8 月 23 日（木） TIA カルテット演奏

◇1 月 24 日（木） 「新春クラシック 2019

（フルート、ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ）

～クラリネット＆ピアノ～」

「バッハのアリア」ほか

5 つのバガテルより第 1 楽章ほか

◇9 月 13 日（木） 琴演奏～邦楽の調べ～

「元禄花見踊り」ほか
◇11 月 8 日（木） 和の響～和楽器コラボ～

～ヴァレンタインスペシャルコンサート」
「Almost Like Being Love」ほか
◇3 月 14 日（木） 「マロニエウインドオー

「春の海」ほか
◇12 月 13 日（木）

◇2 月 14 日（木） 「Jazz で語る Love Story

「北欧のメロディーに

乗せて～God jul（メリークリスマス）～」

ケストラ～管楽器アンサンブル～」
「ニューシネマパラダイス」ほか

▲2 月 14 日のバレンタインデーに行われた
ジャズコンサート

「Guri」ほか
ＴＩＡニュース やぁ！
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       B?< ࡛ᖺ : ᭶㹼6 ᭶ࣥࢱ࣮ࣥࢩ 
ࡍ࠼ࡴࡽ ࡺ ࡁ ࡞
ࢵࣉࢆࡋࡓᮎ ᮧ Ꮨዉ ࡛ࡍ㸦ⓑ㮆Ꮫ 
⤒ႠᏛ㒊 8 ᖺ㸧ࠋⓙࡉࢇࠊ࣓ࣜ࢝ࡢ
ࣥࢹࢼᕞࡀᰣᮌ┴ࡢጜጒ┴ᕞ࡛
࠶ࡿࡇࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸽⚾ࡣྠᕞ
࠶ࡿࢺࣛࣥᏛ⣙  ᖺ㛫␃
Ꮫࢆࡋࠊᖺ  ᭶ᖐᅜࡋࡲࡋࡓࠋᅇࡣࠊ␃Ꮫయ㦂ࢆ㏻
ࡋ࡚ឤࡌࡓࣥࢹࢼࡢ㨩ຊࢆࡈ⤂ࡋࡲࡍ㸟
ࡂࡕ∧࣓࢝ࣜڦ
             ᕞ㒔ࣥࢹࢼ࣏ࣜࢫ
ࡣࠊ㒔ࡍࡂ࡞࠸ఫࡳࡸࡍ࠸
⾤࡛Ᏹ㒔ᐑࡢࡼ࠺౽࡞ᆅ
᪉㒔ᕷ࡛ࡍࠋ㑹እ⾜ࡅࡤ⮬
↛㇏࡞㎰ᮧᆅᇦࡀᗈࡀࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ㌴࡛ࡢ⛣ືࡀ୰ᚰ
䕦ᕞ
ᕞ㒔䜲䞁䝕䜱䜰䝘䝫䝸䝇

࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶᰣᮌ┴

ఝ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊኟࡣࡋᬬࡃࠊࡣᐮࡉࡀཝࡋ࠸࠸
ࡗࡓẼೃࡶᰣᮌࢆឤࡌࡉࡏࡲࡍࠋ〇㐀ᴗ㎰ᴗࡀ┒ࢇ࡛࠶

ࡀ┒ࢇ࡞ᆅ᪉Ꮫ࡛ࡍࠋࡑࡢࡓࡵከࡃࡢᏛ⏕ࡀᑅ⏕άࢆ㏦
ࡀ┒
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᑅࡣᏛࡢ
ᩜᆅෆ࠶ࡾࠊ㣗ࡣᏛ

ෆࡢ࢝ࣇ࢙ࢸ࡛ࣜࡿ
           
ࡇࡀከ࠸ࡓࡵࠊࢇ
           
Ꮫෆ࡛⏕άࡍࡿࡇ
 ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡘࡲࡾᏛ
          


 ࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ୰ఫࢇ
Ꮫ䛾␃Ꮫ⏕䛯䛱䛸 BBQ
 ࡛࠸ࡿࡢࡼ࠺࡞ឤぬ͐ 䕦
 ᪥ᮏࡢᏛ࡛ࡣ⌋ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺㸽


 ࡢ࣓࢝ࣜڦᐙ᪘㸦JVNQSTMKPCOV㸧

 ࣍ࢫࢺࣇ࣑࣮ࣜࡢᏑᅾࡀ␃Ꮫ⏕άࢆᨭ࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ

ఇࡳ࡞ࡢ㛗ᮇఇᬤࡣ࣍ࢫࢺࣇ࣑࣮ࣜ㐣ࡈࡋࡲࡋ

ࡓࠋࣥࢹࢼࡢேࠎࡣ࡚ࡶ࠶ࡓࡓ࠸࡛ࡍࠋᏛ

࡛࠺ࡲࡃ࠸ࡎᝎࢇ࡛


࠸ ࡓ  ࠊ 㐌 ᮎ ࡔ ࡅ ࡛ ࡶ
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ࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋᮏᙜࡢ
ᐙ᪘ࡢࡼ࠺ཷࡅධࢀ࡚
ࡃࢀࡓࡇࡣ୍⏕ᛀࢀࡽ
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 ࢺࣛࣥᏛࡣࠊ㑹እࡢࣥࢦࣛ࠶ࡿࢫ࣏࣮ࢶᕤᏛ



\[ZY ሇඬ 
JICA
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ࠖෙٳᄂ̲ȷܱោಅإԓ˟

᳸ƱƪƗᨥʩ්ǻȳǿȸƴƯ᳸

 உ  ଐSםTŴᒠ؉ჄŴஙჄƷέဃƴǑǔɥᚡإԓ˟Ǜ
][Y Ʊσ͵ư͵ƠŴ ӸƕӋьƠǇƠƨŵ
 ʻ࠰ࡇƸᘍǳȸǹSǿǤTƴஙჄዮӳᏋǻȳǿȸȷ൦ʟǏ
ƔǓ൞ŴՃǳȸǹSǿȳǶȋǢTƴឱМࠊᇌൗܖݱఄȷރᑶ፦
ኔ൞Ŵܢᣃܷࠊᇌޢஜ҅ܖݱఄȷᇦΨ࣓ᆞ൞ŴஙჄᇌჵெி
᭗ሁܖఄȷ܇ݵޛ൞Ʒᚘ  ӸƕӋьƠǇƠƨŵ



㈙࠸≀ࡸ㣗㐃ࢀ࡚⾜



ࡿࡇࢁࡀࠊᰣᮌ┴㢮ఝࡋ࡚࠾ࡾࠊጜጒᥦᦠࡀ⤖ࡤࢀࡓ

 ࠾࠸࡛ゝࡗ࡚ࡃࢀࡓࡾࠊ

䕦䝩
䝩 䝇䝖䝣䜯䝭䝸䞊䛸୍
୍ ⥴䛻

ࢀ࡞࠸ษ࡞ᛮ࠸ฟ࡛ࡍࠋ

࠙7,$ ඹദᴗࠚධ⟶ἲᨵṇࢆᶵࡼࡾࡼ࠸
ከᩥඹ⏕♫ࢆ⪃࠼ࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

 ᭶ 8 ᪥4ᮌ5Ᏹ㒔ᐑᏛᅜ㝿Ꮫ㒊㝃ᒓከᩥබඹᅪࢭ
ࣥࢱ࣮ദࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ㛤
ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋධ⟶ἲᨵṇࡘ
࠸࡚ࡢᇶㄪㅮ₇ᴗࡸᅜ㝿
ὶ༠࡞ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢⓎ⾲ࡸ
ពぢࡀ⾜ࢃࢀࠊB?< ࡢᑠᯘ
ົᒁ㛗ࡀⓏቭࡋࡲࡋࡓࠋ

䕦Ⓨ
Ⓨ⾲䛩䜛ᑠᯘᒁ
ᒁ㛗䠄ᕥ䛛䜙 2 ␒┠䠅

إԓ˟ưƸŴᒠ؉Ⴤᇌᇦט᭗ሁܖఄȷډᑣဌኔ܇൞ǋьǘǓŴ

ෙƷǉƜƏƷǒƠƔǒ
ƦǕƧǕƷܖఄưŴෙٳᄂ̲እǛဇƠƨǫȪǭȥȩȠ˺Ǔ
᳸  ᨛՃǑǓ᳸
ǍಅܱោϋܾƕإԓƞǕǇƠƨŵܖఄྵٳˌئưᨥྸᚐ
ŨŨŨŨ ƞǜᲢ   ࠊЈ៲Უ
ᏋǛܱោƠƯƍǔ૾ǍŴ
έဃƷႆᘙǛᎥƍƯǈ
ƨƍ૾ƷӋьǋƋǓǇ
Ơƨŵέဃ૾ƷܱោƸ
٭ٻᐻԛขƘŴžܱោ
ಅǛӖƚƯǈƨƍRſ
ሁƷॖᙸǋЈǇƠƨŵ
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 Ѫᨼ᧓Ჴ உ  ଐS൦TᾄV உ  ଐSஉT
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ƝឋբŴƓբƍӳǘƤƸƓൢ᠉ƴᲛ
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⦅㞟䞉Ⓨ⾜㻌 බ┈㈈ᅋἲேᰣᮌ┴ᅜ㝿ὶ༠
ఫᡤ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ᏹ㒔ᐑᕷᮏ⏫ 㼏㼈㼁㼃㻌 䛸䛱䛞ᅜ㝿ὶ䝉䞁䝍䞊ෆ㻌
㼀㼄㼑㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㼉㼂㼎㼈㼌㼂㼁㼈㼉㼍㼍㼍䠄௦⾲䠅㻌 㼉㼂㼎㼈㼌㼂㼍㼈㼊㼊㼏㼏䠄┦ㄯᑓ⏝䠅㻌
ᴗົ㛫㻌 㻌 㼎㼐㼊㼉䡚㼁㼍㼐㼁㼋㻌 㻌 ఇ㤋᪥㻌 ᪥᭙䞉᭶᭙䞉⚃⚍᪥䞉ᖺᮎᖺጞ㻌
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