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安中市国際交流協会 Annaka International Association
■安中市国際交流協会について
安中市国際交流は1997年に設立し、2017年に20周年を迎えました。安中市でも様々な国の人たちが
生活するようになり、日本語の学習支援や地域交流などが必要とされるようになりました。
安中市国際交流協会では、日本の生活に不可欠な日本語学習の支援、地域で孤立しないための交流会、
情報提供などを行っています。

■日本語教室
現在、ほぼ毎日日本語教室を開催しています。（※都合により変更になっている場合も有）
学習支援を希望の場合はまず協会に連絡をメールにてご連絡下さい。

■なんでも話せＲＯＯＭ＆番外編
毎月第一日曜日をメインに交流会を行っています。（※イベントによって日時の変更有）
交流ハウス内で折り紙や七夕、書き初めといった日本の伝統文化を体験したり、番外編では市内・県内の
観光地へ出かけたりして親交を深めています。

■その他イベント
年末にはイヤーエンドパーティーを開催しています。また、季節に応じたイベントや交流会を行って
います。外国人の方に日本の伝統文化を体験してもらうゆかた着付けや外国人会員の方による料理教室
などもあります。年間を通して15回ほどのイベントを行っています。

■入会について
国際交流協会では現在、会員を募集しております。また、日本語を教えるボランティア会員も募集して
います。会員になりますと、イベントお知らせなどを定期的にお知らせします。

【年会費】一般会員（1,000円）、家族会員（2,000円）、法人会員（5,000円）
※会費は１年ごとの４月から更新となります。

安中市国際交流協会についてのお問い合わせは・・・

TEL:027-380-5688 E-mail:annaka.kokusai.aia@gmail.com
ＨＰ：http://aia-kokusai.wix.com/annaka-kokusai-aia
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安中市国際交流協会 Annaka International Association
■ABOUT ANNAKA INTERNATIONAL ASSOCIATION
Annaka International Association (AiA) was established in 1997. This year we are celebrating our 20th
founding anniversary. Through AiA, we are able to communicate with the foreigners living in Annaka City,
conduct Japanese classes, facilitate cultural exchange within the region, disseminate useful information,
and continue to find ways to promote multicultural harmony in the community.

■JAPANESE CLASSROOM
Our volunteer teachers conduct Japanese lessons for different levels almost on a daily basis.
(Class schedules are arranged depending on teacher-student availability)
For details and registration, please contact us by mail.

■ROOM OF FREE CONVERSATION and CULTURAL TRIPS
Room of Free Conversation is held every 1st Sunday of the month. (Schedule may change depending on the
planned activity.) To build and strengthen the bonds between our members, we organize origami, tanabata,
traditional activities, and cultural and sightseeing trips outside the city.

■OTHER EVENTS
We host an annual year-end party. We also arrange seasonal activities that encourage interaction and
cultural exchange. Cooking classes are also done as a way of bonding and learning each other’s culture.
An estimated of 15 events are organized each year.

■MEMBERSHIP
AiA invites everybody to join and learn more about our activities. We are currently looking for volunteers
who can teach Japanese.
【Annual fee】
・Group membership…5000yen
・Family membership…2000yen (if you wish to register more than 3 family members click here)
・Individual membership…1000yen
＊Memberships are renewed at the start of each fiscal year ( April).

CONTACT US
TEL:027-380-5688 E-mail:annaka.kokusai.aia@gamil.com
ＨＰ：http://aia-kokusai.wix.com/annaka-kokusai-aia
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安中市国際交流協会 法人会員募集中！
■安中市国際交流協会について
安中市国際交流は安中市に居住する外国人の増加を機に彼らの支援を行うボランティア団体として、
1997年に設立し、2017年に20周年を迎えました。安中市でも近年では様々な国の人たちが生活す
るようになり、なかでも企業の研修生制度を利用したアジア圏の外国人が急増しています。
制度改革などもあり、日本語の理解力は以前よりも必要とされています。また、研修期間を円滑に
かつ友好的に行うためには様々な支援が必要だと長年の活動で私たちは実感しています。
安中市国際交流協会では、日本の生活に不可欠な日本語学習の支援、地域で孤立しないための交流会、
情報提供などを行っています。

■日本語教室

■なんでも話せROOM＆番外編

現在、ほぼ毎日日本語教室を開催しています。
（※都合により変更になっている場合もあります）
個人のレベルに合わせた学習を行っています。日本
での生活において語学力は必須です。これまで国際
交流協会では多くの生徒さんが学んで来ました。
そして、日本語が不得意な為にトラブルや日本の生
活に馴染めず挫折した方も少なからずいます。
職場でのトラブルの多くはコミュニケーション能力
が低い為に起こる事が多いと感じています。
国際交流協会では日本での生活を充実したものにな
るように協力していきたいと考えています。

毎月第一日曜日をメインに交流会を行っています。
（※イベントによって日時の変更があります）
交流ハウスにて折り紙や七夕飾りの作成、書き初めと
いった日本の伝統文化を体験したり、番外編では市内・
県内の観光地へ出かけ親交を深めています。

学習支援を希望の場合はまず、協会に連絡をメール
にてご連絡下さい。氏名・国籍・連絡先を必ず記載
して下さい。

■交流会＆その他イベント
年末にはイヤーエンドパーティーを開催しています。
また、季節に応じたイベントや交流会、外国人の方に
日本の伝統文化を体験してもらう浴衣着付けや外国人
会員の方による料理教室などもあります。毎年年間を
通して約１５回ほどのイベントを行っています。
また外国人会員が巻き込まれた交通事故をきっかけ
に市内で増加する外国人研修生などを対象に日本の
交通ルールや犯罪予防を学習する教室を警察と連携
して2018年より始めました。

■入会について
国際交流協会では現在、会員を募集しております。また、日本語を教えるボランティア会員も募集しています。
会員になりますと、イベントお知らせなどを定期的にご連絡します。外国人研修生を受け入れている企業の方は
是非ご検討いただき、安中市国際交流協会にご協力・ご入会下さい。

【年会費】一般会員（1,000円）、家族会員（2,000円）、法人会員（5,000円）
※会費は１年ごとの４月から更新となります。 ※旅行やイベント参加の場合は別途参加費が必要になります。
※日本後教室利用の場合は年会費にテキスト・コピー代などの学習費が含まれます。ノート・筆記用具は各自用意願います。
※会費は利用者・協会スタッフ(講師)ともに年間毎に支払っています。

安中市国際交流協会についてのお問い合わせは・・・

TEL:027-380-5688 E-mail:annaka.kokusai.aia@gmail.com
ＨＰ：http://aia-kokusai.wix.com/annaka-kokusai-aia

Facebook:@aia.annaka

