Information
ICIEA 周知イベント 開催予告
ランチ・セミナー「世界とつながる今治」
Lunch Seminer 'Connecting to the World in Imabari'
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I-News Kids Party

今回のテーマは"Opposites"(反対ことば）。
外国の先生方といっしょに英語の反対ことばを
使って遊びましょう！

国を超えての人の移動・交流がますます盛んになっていますが、
今治市も地域の国際化において例外ではありません。昨年11月
には、今治市在住外国人数が愛媛県下で最多となり、市内でも
外国人の働く姿を見ることが珍しくなくなってきました。就労だ
けでなく国際結婚により、今治に移住された方も増えています。
また、外国で長く活躍し、今治に帰ってきたという方もたくさん
いらっしゃいます。今回はそのような方々に集まっていただき、
直接お話を伺います。
「世界とつながる今治」を実感し、今後「地域の国際化」を積極
的に楽しむきっかけとなればと思います。
（詳細は後日ホームページでご案内いたします。）
Living in a foreign country and communicating with people who
have different cultural backgrounds is getting more and more
common. Imabari is not an exception regarding internationalization.
The population of foreign residents in Imabari has become the largest
among all cities and villages in Ehime since November 2017. We will
invite a few guests who have moved to Imabari for various reasons.
It will be a good opportunity for participants to learn how Imabari
has changed and think how we can enjoy this internationalization
locally.

と き：2月18日(日)
13:30 to 15:00
ところ：大西公民館大会議室
対象：小学生以下のお子さま
（保護者入場可）
参加費：1,000円（お菓子と工作材料代込）
募集人数：先着100名
申込締切：2月 14日
（水）
申込・問合せ：今治市国際交流協会

info@iciea.jp / 0898-34-5763
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i-News Kids Party

"OPPOSITES！"
「えいごの はんたいことばで あそぼう！」

日 時：３月１７日（土）午前 11 時～午後１時
Saturday, March 17th 11:00 am to 1:00 pm
場 所：今治国際ホテル（今治市旭町 2-3-4）
Imabari Kokusai Hotel 2-3-4 Asahi-machi)
定 員：50 名程度 Capacity 50
参加費：2,000 円 ( ランチ代）
問合せ・申込：今治市国際交流協会まで
TEL: 0898-34-5763 / Email:info@iciea.jp
/ http://iciea.jp/

small!

big!

と き：２月1８日
（日）13:30 - 15:00
ところ：大西公民館大会議室
参加費：1,000円（小学生以下のお子さま）*お菓子と工作材料代含む
募集人数：お子さま100名 *保護者付添入場可
申込締切：２月14日
（水）
申込・問合せ：今治市国際交流協会 info@iciea.jp / 0898-34-5763

ICIEA 事務局開館日のお知らせ Open Office Day
  ２ 月 4 日 ( 日）Sun. Feb. 3rd       8 :30am ～ 5:15pm
３月３日（土）Sat.  March. 4th   1:00pm ～ 5:15pm
３月４日（日）Sun. March. 5th   8:30am ～ 5:15pm
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.

日本語サポートクラス日程
Schedule of Nihongo Support Class
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。はじ
めて くる ひとは よやくを してください。ひようは かかりません。
日にち
2月 ４日

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

申込・問合先：今治市国際交流協会（南大門町2-5-1,１階）
電話・Fax:0898-34-5763/Ｅメール：info@iciea.jp/HP: http://iciea.jp/

日

時間
1:30 ～3:00 PM

場所
ICIEA今治市国際交流協会

２月 17日

土

1:30 ～3:00 PM

NPOサポートセンター

３月 4日

日

1:30 ～3:00 PM

ICIEA

３月 17日

土

1:30 ～3:00 PM

NPOサポートセンター

NPOサポートセンター NPO Support Center
今治市別宮町8丁目1番55号 (8-1-55 Bekku-cho)

Emergency Hospitals for February 2018
日
病院
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えひめ医療情報ネットのホームページをご覧ください。http://www.qq.pref.ehime.jp/

F.Hirose Hospital( i-map E of J-5 ) 47-0100 ( 広瀬病院 )
A . Shiraishi Hospital ( i-map D-4 ) 32-4135 ( 白石病院 )
G.Setonaikai」Hospital ( i-map D-6 ) 23-0655 ( 瀬戸内海病院）
B. Kihara Hospital ( i-map a-5 ) 23-0634 ( 木原病院 )
H. Saiseikai Hospital ( City-map H5) 47-2500 ( 済生会病院 )
C. Imabari Central Hospital ( i-map E3 ) 22-5251 ( 今治ｾﾝﾄﾗﾙ病院 )
Ehime Prefectual Hospital ( City-map H3 ) 32-7111 （県病院）
D. Daichi Hospital ( i-map Outlying area H-4 ) 23-1650 ( 第一病院） I.		
J. Shimin Hospital ( i-map A5 ) 22-7611 （医師会市民病院）
E. Kosei Hospital ( i-map C-3 ) 22-0468 ( 光生病院 )
*If you have an emergency, contact 119 or the institution which corresponds to the date you are calling.
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