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　水戸市国際交流協会は、市民、関係団体、行政などとの連携を図りながら、本市の国際交流の
中核的組織として、水戸市国際交流センターを拠点に、さまざまな事業を行います。

　■ 姉妹都市等との交流を促進します。
　■ 各種イベントを通して、国際理解を深め、日本人市民と外国人市民が積極的に交流できる場の創出

に努めます。
　■ 増加・多様化する外国人市民の支援に向けた施策を充実します。
　■ 世代・国籍を問わず市民の皆様に親しまれる国際交流センターをめざします。

　2階には相談窓口、交流スペースとして使えるロビーや情報コーナーがあります。3階の多目的ホール、研修室等は、さ
まざまな国際交流活動等に利用されています。
　MITOインターナショナルライブラリーには日本文化を紹介する洋書、世界各国に関する資料、子ども向けの日本語
や外国語の絵本などが多数所蔵されています。館内は、ゆったりとくつろいで読書が楽しめる、明るい空間です。

水戸市国際交流センターを拠点とする国際交流団体の活動を紹介する展示を、
センター2階ロビーにおいて下記の日程で行います。ぜひご覧ください。

日　時／2022年6月18日（土）
　　　　午前の部／11：00～12：00 午後の部／14：00～15：00
場　所／MITOインターナショナルライブラリー（水戸市国際交流センター内）
申込み／2022年5月25日（水） 9：00から開始（各回 先着15名）

期　間／2022年7月23日（土）～8月28日（日） ※月曜日、7月19日（火）、8月11日（木）は休館日 

イベント情報のほか、ホー
ムページでしか見られな
い記事もあります。
皆さんのアクセスをお待
ちしています。

各国文化体験ブースを巡り、外国人ゲスト
と交流を楽しみます。 

アクセス（地図）
Access（Map）

開館時間／9:00～21:00
休 館 日／月曜日、祝日（土曜日を除く） 、年末年始

〒310-0024 水戸市備前町6-59
Tel : 029-221-1800　Fax : 029-221-5793　E-mail : mcia@mito.ne.jp
発　　行／公益財団法人 水戸市国際交流協会

ホームページやSNSで最新イベント情報をチェックしましょう！

ちょっとだけ
ワールドツアー

https://mitoic.or.jp

センター限定！
協会グッズを
販売しています。

使って便利な
協会グッズ！
お買い求めは
窓口まで。

新たにLINE公式
アカウントを
開設しました

イベント情報をいち早く
ゲットできます。右記QR
コードより「友だち」追加を
お願いします。

国際交流団体活動紹介展

世界のことばでよみきかせ ～英語×日本語～

国際交流のつどい 「夏だよ！みと世界ひろば」

水戸市国際交流センター アクセスはこちら▶

（HP） （LINE）

（公財）ラボ国際交流センター、ラブニール、
日本・バングラデシュ文化交流会、茨城県ユニセフ協会
サンコファ、WYCCI、JICA茨城デスク
日本ベトナム友好協会茨城県連合会、水戸国際コミュニケーションズ、
「茨城アジア教育基金」を支える会、AFS日本協会茨城水戸支部、
スリランカとアジアの友の会
オルビス、茨城県日独文化協会、中国武術茨城推進協会
茨城県日中友好協会、メサフレンドシップ、
水戸内原国際交流ふれあいの会、水戸ユネスコ協会

2022年  4月16日（土）～  5月22日（日）

2022年  6月11日（土）～  7月10日（日）

2022年  9月  3日（土）～10月  2日（日）

2022年11月  5日（土）～12月11日（日）

2023年  2月11日（土）～  3月12日（日）

［第1期］

［第2期］

［第3期］

［第4期］

［第5期］

展示期間 展示団体

期間中特別展示も開催！

7月24日（日）14：00～16：00（13:30 開場）
工作や体験をしながら、世界の建築につい
て学びます。 

小さいけれど小さくない
“マイワールド”を作ろう！

7月30日（土）13：30～15：30（13:15 開場）

小・中
学生
向け

小学生
親子
向け

世界の絵本の読み聞かせをして、絵本原作
ゆかりの国出身者をゲストに一緒に歌やパ
フォーマンスを楽しみます。
※読む絵本は幼稚園年中・年長向けです。
※絵本は、日本語で読みます。 

世界のおはなしを
楽しもう！

8月6日（土）14：00～14：45（13:45 開場）

どなた
でも

どなた
でも

※小学生は保護者同伴

「貿易ゲーム」に挑戦！世界の様々な問題を
学んでいきます。 

夏休みワークショップ
～みんなで考える世界の仕組み～

8月20日（土）14：00～16：00（13:30 開場）

中学・
高校生
向け 

茨城放送アナウンサー飯田利夫氏とともに、
2023年に外交関係樹立150周年を迎えるペ
ルーを、アナログレコード時代の名曲で巡ります。

名曲で旅するペルー

8月28日（日）14：00～16：00（13:30 開場） 上記イベントお申込みは6月23日
（木）9：00から受付けます。 
詳しい情報はホームページまで。



PICK UP
国際交流のつどい（7月～8月）

令和４年度の主な事業を紹介します
市民の国際交流活動
に対する支援事業
　国際交流団体や市民ボランティア等の活
動が、円滑に行えるよう支援していきます。
　また、市民の国際理解を深めてもらうため
の各種イベントを行います。

■ 国際交流のつどい
■ 国際交流団体活動紹介展
■ 国際交流団体連絡会
■ 日本語ボランティア団体への支援
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海外諸都市との
国際交流事業
　国際親善姉妹都市であるアメリカ合衆
国・アナハイム市、友好交流都市である中
国・重慶市と市民による相互訪問や学生親
善大使などにより交流を深めます。

■ アナハイム市・重慶市訪問団派遣及び受入
■ 水戸市・アナハイム市学生親善大使
■ 重慶市青少年交流
■ 他諸都市との交流
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毎年異なるテーマで開催する国際交流月間で
す！いろいろな催しをお楽しみください。

国際交流団体活動紹介展
（年5回）
市内で活動する国際交流団体について知る
ことができます。 開催スケジュールは最終
ページをご覧ください！

4 日本語プレ初級クラス
全く日本語ができない外国人市民を対象とし
た 入門レベルの日本語教室「日本語プレ初級
クラス」を開講しています。日本語に困ってい
る外国人市民がいましたら、お問い合わせく
ださい。

外国人市民のための“防災”
防災訓練や防災講座をとおして、日本で暮ら
すために必要な防災知識を学びます。

4 外国人市民のためのツアー
水戸市内の施設見学、日本文化を知るツアーや日本料理教室
などを開催します。日本人の方も一緒に参加して外国人市民と
交流することができます。

国際理解のためのイベント
親子で一緒に参加できる大人気の講座「子どものための国際
教育講座」や、いろいろな外国語のひびきを楽しめる「世界の
ことばでよみきかせ」、ここでしか聞けない世界が広がる「世界
セミナー」など、様々な講座等を開催しています。ぜひご参加く
ださい！

～ 水戸市国際交流協会の発行物 ～

●生活ガイドブック
　（言語：やさしい日本語、英語、中国語、韓国語）
水戸市で生活するための情報が盛りだくさん！
ホームページで読むことができます。

令和4年度につきましても、感染予防に努めながら
可能な限り事業を遂行してまいりますが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大等により各種事業の中止・延
期となる場合があります。当館ご利用の皆さまに
は、引き続き、検温・手指消毒等にご協力をお願いい
たします。

水戸市国際交流センターの
管理及び運営の受託
　水戸市から国際交流センターの管理運営
を受託しています。市民サービスの一層の
向上に努め、国籍を問わず市民の皆様に親
しまれる施設となるよう努めていきます。
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国際交流に関する情報の
収集及び提供事業
　外国文化、日本文化、国際交流等に関する
図書、資料等を広く集め、市民に提供します。
　また、当機関紙やホームページ、 SNSを
使ってさまざまな情報を発信していきます。

■ 機関紙の発行　■ 資料の収集及び提供
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国際交流に関する
講座等の実施事業
　国際交流や世界の文化などをテーマに、
子どもから大人まで楽しく学べる各種講座
等を行います。
　また、外国人市民と日本人市民とが交流
できる機会を増やすため、外国人市民を学
校などに派遣するほか、交流イベントなど
を開催します。

■ 国際理解講座
■ 国際交流パーティー
■ 国際理解のための外国人紹介
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外国人市民に対する
支援事業
　外国人市民に水戸市や日本の文化の良さを
知ってもらうためのイベントを行うほか、日本
語学習の支援や、災害時の対応を学ぶ講座を
はじめ、 本市の外国人市民が円滑に生活でき
るよう支援します。
　また、 相談窓口を常設し、国籍等を問わず、
生活様式や習慣などの違いから生じる悩みなど
の相談に対し、アドバイスや情報を提供します。

■ 子どものための日本語ボランティア
■ 多文化共生のための日本語教育等支援事業
■ 外国人市民からの聞き取り
■ 防災事業
■ 生活情報紙 「Culture Pot Mito」の発行
■ 生活ガイドブック・英文地図の提供 
■ どようサロン
■ 日本文化体験等事業
■ 相談窓口の常設
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外国人市民のための生活情報紙。日本語版・英語版
があるので、日本語と英語の勉強にも役立ちます！

●Culture Pot MITO（年4回）
カルチャー     ポット     ミト

― 新型コロナウイルス
　　　感染症に関する対応について ―

その他にも
センターには
多くの配布物が
あります。

●協会機関紙の発行は年3回です


