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今治市国際交流協会 平成29年度会員募集中！
年会費
		
		

今治市国際交流協会
平成29年度第1回交流会

ポトラックパーティ＆おさんぽフォト

○個人一般 3,000円(１口)
○個人学生 1,000円(１口)
○家族会員 上記会費に2人目から
一般2,000円(１口)/学生500円(１口)		
○団体会員 10,000円(１口)

			

Potluck Party & Osanpo Photo

日にち：平成29年５月21日
（日）
時間：午前11時～午後２時
会場：しまなみアースランド
Date: Sunday, May 21st, 2017
Time:from 11am to 2 pm
Venue:Shimanami Earthland
平成29年度最初のイベントを、5月21日（日）しまなみ
アースランドにて開催します。参加者のみなさんが持ち
寄ったお料理でランチを楽しんだ後は、会場周辺を歩
いて、写真を撮ってみませんか。写真家マーチン・サモ
アさんが指導してくださいますので、お気に入りの一枚が
撮れること間違いありません。特にカメラは必要ありませ
んので、スマホを持ってお気軽にご参加ください。子供
さんも大歓迎です。
ICIEA is holding its first event of the 2017 fiscal year
on May 21st at Shimanami Earthland. Participants will
bring food to share with others. After the potluck lunch,
everyone will take a walk around the venue taking photos and enjoying the beautiful surroundings. A photographer, Martin Samoy from Belgium will help you to
learn how to take good pictures.
Please feel free to join with your smartphone!

■会員特典■
★ 交流イベントや外国語講座などの優先案内
及び参加料割引
★ i-News、その他案内の無料送付
★ 外国人講師による、会員対象「英会話教室」受講
★ 会員の主催する国際交流事業への一部助成

◎会員対象英会話講座が 6 月から始まります。
（予定） 詳細はお問い合わせください。
◎日本語支援ボランティア養成講座も６月開講予定です。
詳細は今治市広報６/1 号および当協会ＨＰにて。
http://iciea/jp
問合せ ・ 申し込みは今治市国際交流協会まで。
* 事務所が移転しております。 新住所は南大門町 2-5-1
今治市庁舎第３別館１階 （旧今治小学校）

ICIEA 事務局開館日のお知らせ

日本語サポートクラス日程
Schedule of Nihongo Support Class

Open Office Day

4 月 1 日（土）Sat.
April 1st 1:00 pm ～ 5 :15 pm
4 月 2 日（日）Sun.
April 2nd 8:30 am ～ 5:15 pm

おやすみのひに、いっしょに にほんごを べんきょう
しましょう。
Would you like to learn Japanese with volunteers? This
will be a good opportunity for foreign residents to learn
Japanese. There are two classes in a month. One is at the
ICIEA and the other is at NPO support center. Please find
the information at ICIEA website and feel free to join!
Free of charge. Please look at the ICIEA website to make
sure the date before coming.

5月は事務局開館日がありません。
We won't have an open office day in May.
ICIEA opens the office on the first weekend of every
month. We hope this will be a good opportunity for people
who are interested in our activities to come and visit us.
The schedule is subject to change due to upcoming events.
Please look at the ICIEA website to make sure the date.

日にち

今治市国際交流協会は、 平日に加え、 毎月第 1 土曜日午
後、 第 1 日曜日終日を開館日とします。 お気軽にお立ち寄り
ください。 なお都合により第 1 土日でない場合がありますので
協会 HP, お電話等で事前にご確認ください。
http://iciea.jp

時間

場所

４月 ２日

日

1:30 ～3:00 PM

ICIEA

４月 15日

土

1:30 ～3:00 PM

NPOサポート
センター

Imabari CIty International Exchange Association
(2-5-1 Minamidaimon-cho)
Apply / Inquirey at ICIEA Tel / Fax: 0898-34-5763/
Email:info@iciea.jp / http://iciea.jp

★お申込み・お問合わせは 今治市国際交流協会まで
info@iciea.jp / 0898-34-5763

Emergency Hospitals for April 2017
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A . Shiraishi Hospital ( i-map D-4 ) 32-4135 ( 白石病院 )
B. Kihara Hospital ( i-map a-5 ) 23-0634 ( 木原病院 )
C. Imabari Central Hospital ( i-map E3 ) 22-5251 ( 今治ｾﾝﾄﾗﾙ病院 )
D. Daichi Hospital ( i-map Outlying area H-4 ) 23-1650 ( 第一病院）
E. Kosei Hospital ( i-map C-3 ) 22-0468 ( 光生病院 )
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F.Hirose Hospital( i-map E of J-5 ) 47-0100 ( 広瀬病院 )
G.Setonaikai」Hospital ( i-map D-6 ) 23-0655 ( 瀬戸内海病院）
H. Saiseikai Hospital ( City-map H5) 47-2500 ( 済生会病院 )
I. Ehime Prefectual Hospital ( City-map H3 ) 32-7111 （県病院）
		
J. Shimin Hospital ( i-map A5 ) 22-7611 （医師会市民病院）

*If you have an emergency, contact 119 or the institution which corresponds to the date you are calling.
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