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150以正の箇とえ場の災たちが出 には在んでいます。(舞旨災維 の銀は6労ズをこしました。)

横浜市は情報を、5つの舞菌語とやさしぃ邑X筆を穫って舞固災へ荏ぇてぃます。       1
候話、弔百筆、鞘凸筆、ス人ィン藷、ポルトガル畠て` さしぃ昌栄桑)             .
それでも伝わらない国の人たちがいます。すべての外国語を用意することはできません。おたがいに分かりあうた

めに「やさしい邑栄桑」を穫ったコミュ三ヶニショジの最り藉みが籍まっています。          .
区役所ではいろいろな手続きがありまが、日本語はむずかしいです。

たとえばt印鑑豊線の説明をみてみましょう
`
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こんなふうに書いてあると・・,
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|■  「やさしい日本語で伝える」

●  (作成 横浜市市民局 )を参考に

|  やさしく書きなおしました。

今、日本に住んでいます。

15歳以上です。私も印鑑登録

ができました !

か   なお

こんなふうに書き直すと…

《印鑑登録できない方》

Yキに桂鶴 がなく、晟年我霰覧Xめ方t
さいみ ま ん  がいとう   ひと         ‐

または 15歳未満に該当する人

ジョン・スミスです。
わたし  いんかんとうろく

私 は印鑑登録できるのでしょうか ?

印鑑は持っています。

《印鑑登録できる人》

Yキに桂驚富欝しそぃる15議以正の天
※茂年我緩覚スの人は昼線できません。

ラウンジについてのお問い合わせ

045-989-5266



ラウ診ジの議歯妙ら見ぇる多受鹿粟璧
が い こ く じん

舞爾入議こんなふうほは じで t鶴 議す。
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●住れでみないとわ―から―なぃ  .  ‐

1馨画を色̀栞桑を15ざしてから魯策にきました。写レ、たのは「すみません」をたくさん書うことです。
はじめは何を謝っているのか不思議でしたがであいさつみたいなものなんですね。外国人はそれがわか

|ら なぃです。藪緯讐あL‐孫 と型窪あ島`黎轟慮整ぃます。
●地震はこ|わ ぃです
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たとゎからそぃま手が:なかなかできません。舞議災が冒黎に桑た鐸に勝爽のパンフレットを整すのは
良いことです

`防
災が必要だということがわかりますから。

●ひどこと      |
|な ぜ直接言うてくれないのでしょう。マンションの同じ階なのに大家さんを通 して言ったり、国で言

わずに何か書ttた そぅな目でみたり、不満な様子を見せたり6そ の時讐ってくれればそうなのかと気づ

く
―のに6
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垂さん爾盲2067筆業旨 火曜日に窓口にいます

まどぐち

●中国と日本の学校の習慣の違い

子どもが小学生のときに、PTAの役員を引き受けました。中国では、親が学校の手伝いをすることは

ありません。わからないことがたくさんありましたが、皆がやさしくいろいろ教えてくれました。クラ

スで外国人の親はひとりでしたが、役員をやって交流できたのはよかったです。

稲験は慧苗ヘ
区のパンフレッ トは多言語版もあり、便利です。中国人は、漢字の意味がわかるので、書類等を理解

するめはそれはど難 しくありません。ラウンジに相談に来るのは、欧米人やインド人などが多いようです。

最近はネットで調べられることもありますが直接来て相談 してほしいです。

●ひとこと |

茶道、華道、日舞、折 り紙などに興味がある人が多いです。カルチャ■スク■ルがたくさんあります

が言葉で困|'ま す。ラウンジにもあなといいなと思います。

*ごみの出し方のバンフレット

9か国語版、やさしい日本語版 作成 :横浜市

ごみの出し方は、二寒矢でもまちがえます。外国人にはと

てもむずかしいです。近所の方が声をかけてあげるのが
いちばん
一番かもしれません。 :嬌DIII勢 繊藤

わ  かた  わ                 坐 醸lフ :9‐ 升 樫 最 劇 讐 al

ごみの分け方が分かるアプリもあり 柚直 1讐望1・ 里引き:警

えいごばん  ちゅうごくごばん

ます。英語版、中国語版があります。

*「多言語版防災リーフレット」

3種類 9か国語版 (日本語併記)

作成 :横浜市

英語 。韓国語 。中国語版 /スペイン語・ポル トガル語・

タガログ語版/ベ トナム語 。タイ語 。インドネシア語版

*外国人住民 向け防災ポスター
・   さいがい    そな    だいじようぶ

『災害への備えは大丈夫 ?』 。

4か国語版 (日本語併記 )

作成 :かながわ国際交流財団

非常持出袋などイラス トで説明。

中国語、ポルトガル語、スペイン語、英語

日 本 語 教 室
Japanese⊂ lasses

●すいようクラス 10:30a.m.― noon

会費 :300円 /月 (各クラスごと)

●もくようクラス6:30p m-8p.rYi.● どようクラス10a m-11:30a.m.

保育あり :150円/回/名



ラウンジには、子どもの学校のことや病院のことなど外国人からの相談があります。最近、こんな相談がありました。

マレーシアの労が「プレイがしたい。どこかありませんか ?」 とのお笛い。「部かなところが良いのですが…」 プレイは PLAY(経 び )

ではなくてPRAY(お祈 り)だ と気づくのに少 しかかりました。ちょうど会議室があいていたのでそこを使って、お祈 りができました。

そういえば成田空港やディズニーラン ドにも祈祷室 (prayer r00m)が できたというニュースがありましたね。

曇ふ 説芸さん箱  1998年錨いったん帰国 2069年青難た.泉逢百事論に懸置にいます
●子どもたちは日本語も使います

二人いる子どもたちの日本語は、中国にいる間もポケモンや学習雑誌などで維持。生活の中でちょっと

した工夫で日本語を身に付けようとしています。違う文化の中に住んでいるので慣れることが大切です。

●すばらしいところがあります

青葉区は本当に緑もいっぱいで住みやすいです。子どもたちが遊べる施設も安 く利用できます。

外国人へは、地区センターや図書館などへ行って、情報をさがしたり、         |
友だちを作ってくださいと話します。

●ひとこと

中国人は人前で声が大きく困るとよく言われます。だったら遠慮せず「声が大きいですよ !」

注意をしてください。文化が違うのですから、教えてください。

なぜか日本の方たちは他人に注意することにずいぶん遠慮があるのですね。

安部香代子さん ペルー 1981年葉旨 象盲轟輪に悪首:こもヽます
●日本の素晴らしいところに気づいて欲 しい

住民サービスの仕組みはすばらしいと思います。外国人も同じように住民サービスを受けられます。

必要なサービスの手続きも正当に行われます。日本は安心な国なんですよ。海外生活を経験されると

日本の良いところに気づくのじゃないかな6

●ことばやコミュニケーション

長く住んでいても、日本語はまだまだ難 しいです。似たことばは聞き違えます。「さぎぬま」

「さがみはら」を間違えたこともあります。日本人だと間違えないのでしょうね。

間違えているのかな?と 思ったら聞いてください。数字の桁はどうしても、10,000円 を、

「十、千円」と言ってしまいます。ペルーから友だちが来た時に、 トイレの流 し方が分からず大騒ぎ。

漢字ばかりの説明なのです。英語がついてぃても分からない。英語や中国語でバスの車内案内が最近あ

ります。まちが変わってきたのかな。

●ひとこと

電車の中で「マタニティマーク」を付けている女性に席を譲らない人たちにはちょっと怒りを感じます。

*広報の多言言副ヒとラジオ放送への 協 力

横浜市広報青葉区版の抜粋翻訳 をしています。英語、中国語 (簡体字・繁体字)、 韓国語で翻訳 した記事を青葉区役所ホームページ

でお知らせしています。コミュニティラジオ局 FMサルース (841MHZ)で は英語、中国語、韓国語、スベイン語、やさしい日本語で

毎 月区役所からのお知らせを放送 しています。

*さまざまな生活情報の冊子を多言語で作ります。作成・ 協 力 :青葉国際交流ラウンジ

*外国人のための「くらしのガイド」5か国語。やさしい日本語

英語、中国語、韓国語、スベイン語、タガログ語  '         '
*青葉区福祉保健センターからのお知らせ 4か国語 。日本語

英語、中国語、韓国語、スベイン語

*災害のときに役立つ健康づくり やさしい日本語版

スベイン語

～外国につか りをもつ子 どものための～ 鈍pdemmね りGぁs b bttgnCMdren W“nesdw 4[lilil Gあ S Re ftte.

学習補習教室 象植自 /F後 4蒔～5蒔数 5濡～T学生)率後5蒔筆～7蒔 (T学生)基豊:蕪将 51



彗量は話器 メリカ・ブラジル・アマゾンの魅男  発脊:星省讐碧
著薯が4o年簡鳥ってきた彗翫穫っ瀞 メリカの磁労着錫掌:冒栞からの彩後を=馨グく豊けぃれたブラジルや、アマゾンの
開発と自然をのこす様子など、まるでそとにぃるかのように知ることができます。いっしょに旅行が楽しめます。

なるほど世界地名事典 (5)中米 :笛♭メ|力  葵呑 :笑百讐碧

シリーズの5巻目(アジラ2巻、ヨーロッパ2巻、中南米2冊の全6巻 )リオデジャネイロは「1月」チリは「寒い」といった

地名の説明や、国旗の紹介があります。叢けるような翼しい望の讐ξギ籍豫1詠禁ゃ書この菌慢には:お箇満が晶てぃます。

新曽では豊かない、ミャンマニに世界が轟し尋せる30の理由 発行:需繁程
著者は、今世界が注目するミャンマーで、10年以上ビジネスをやってきました。日本との古く深い絆、アウンサンスーチーと
は何者か、ミャンマー気質にっいて書いています。ビジネスのコツだけでなく、ミャンマー人との付き合い方や、現地ならでは

の情報までソくの災が興課を轟てる栄です。

はじめての回旗えほん 基呑:某聞讐碧‐            、

嘗さんは響算のど五くらいの画を熱っそいますか? これは、画を、習蔀電、当の桂善、パ角筆などを撃べる、早どもと
一緒に楽しく読める国旗の本です。その国ああtヽさう「こんにちは」と「ありがとう」が、現地の言葉で書いてあります。
声にだして言ってみましょう。
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英 いつでもお答えします。

ほん

こんなながありま魂
・防災に関する本
。世界のこと、日本のこと

・絵本

(ア ジア、アフリカなど)

。箇蘭攀、
多文化社会の本

睦

ださい。

)ひと百で300角 は番がぁります。悪苗で蘭ぃてくださし、。》

●需飴蒔簡 手滸9蒔ん早後9蒔 盲曜昌・窺旨 早前9蒔～早後5蒔
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