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利用時間／ 10：00～21：00
休 館 日／ 第3火曜日（8月・12月除く）
 年末年始（12月29日～1月3日）
 2月の第3火曜日の翌日

ご利用案内

お問い合わせ

富山市民国際交流協会

会員登録について

富山市新富町一丁目 2 番 3 号
（富山駅南CiCビル3階）
TEL（076）444-0642
FAX（076）444-0643
E-mail: info@tca-toyama.jp
URL: http://www.tca-toyama.jp

Toyama
Cosmopolitan
Association

一緒に国際
交流

しましょう
!!

　富山市民国際交流協会では、市民のみなさんが幅広く参加
できる国際交流を推進するため、新規会員を募集しています。
　みなさんも私たちの輪に入って、富山市の良さや国際交流
の楽しさを一緒に発見しましょう !

・協会広報誌TCA-NEWSをお送りします。
・各種イベントのスタッフとしてボランティア活動に参加し、
　外国の方と交流できます。
・語学講座や研修旅行、講演会に参加できます。

個人会員 3,000円
家族会員 5,000円
法人・団体会員 10,000円

富山市民国際交流協会
（富山市国際交流センター内）

website

・協会窓口で申込書に会費を
　添えてお申込みください。

北陸銀行　富山市役所出張所
普通預金　No.4076440
富山市民国際交流協会

新規会員
募集中!!

http://www.tca-toyama.jp

会員の特典

年 会 費 （一口） 会員期間
会費を納入した年度末（3月31日）まで
ただし、次年度分を納めた場合は次年度
に相当する期間（4月1日 ～3月31日）

入会方法 会費振込みの場合は



事業内容と各委員会活動

●国際交流事業

●交流会
　料理交流会、ゆかた着付教室を開催しています。
●ホームステイ・
　ホームビジットの受入れ
●海外ボランティア活動への支援
　使用済み切手を収集し寄附
●災害時義援金募金・
　リサイクルバザー

●海外研修

多文化共生事業

総務企画委員会

姉妹友好都市委員会

ボランティア委員会

●広報誌TCA-NEWSの発行
 （年3回）
●ホームページによる情報提供
●協会組織強化のため、大学等と
　連携して協会活動をPR。

広報・組織強化委員会

●一般研修講座（13講座）の開講

●外国からの訪問団に対し
　通訳やガイド協力を行う。

国際教養委員会

文化交流委員会

姉妹友好都市や現地国際交流団体との友好親
善と異文化理解を深めています。

国際事情やボランティア活動など、国際交流に
必要な知識を身につけるため開催しています。

●姉妹友好都市との交流
姉妹友好都市からの訪問団との交流会
を開催しています。

●姉妹友好都市研究講座
姉妹友好都市との民間親善交流を図る
ために必要な知識について学びます。

●外国語ボランティア養成講座
●富山市総合防災訓練に参加
●外国人の生活相談
●私たちの活動説明会  他

　市民の皆さんが自分の個性と能力を充分に発揮
し、ともに生活する外国人と、いきいきと暮らせる
地域づくりを目指して事業を行っています。

国際交流フェスティバル、新春国際交流のつど
いを開催、富山まつり「越中おわら踊り」に参加

●日本語学習支援事業
日本語を勉強したい外国人の学習支援

●日本伝統文化の紹介
華道や茶道などを体験しながらの
交流です。

●交流会
日帰り旅行を通じた交流です。

●国際交流TCAカレッジ

先進協会との交流を通じて、
会員相互の研修を行っています。

●国内研修

●ディスカバー富山
　英語通訳クラスの実践の場として、外国人と
　富山市近郊を巡ります。

http://www.tca-toyama.jp
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