
 

茂原市国際交流協会 
Mobara International Friendship Association

私達は、外国人との交流や日本文化の紹介、生活に役立つ情報の提供を行うボランティアグループです。

저희는 일본에 거주하는 외국인분들과의 교류 및 일본문화의 소개, 그리고 일상생활에 유용한 
정보를 제공해 드리기 위한 국제교류를 자원봉사 단체입니다.

We are the group of volunteers for international exchange to introduce Japanese culture, communicate with foreigners 
and support them to give the useful information helpful to daily life.

我们进行与外国人交流和介绍日本文化，提供对生活有帮助的情报及咨询活动。

茂原市国際交流協会事務局（Secretariat） 

〒297-8511 千葉県茂原市道表１番地 茂原市役所 企画政策課内 
Mobara City Hall 4th Floor, 1 Dobyo, Mobara City ,Chiba 297-8511 

     TEL 0475-20-1651  FAX 0475-20-1603  E-mail kikaku2@city.mobara.chiba.jp    
     受付時間（Office Hours）月曜日(Mon)～金曜日(Fri）9:00～17:00  

www.mobarakokusaikouryu.jp

Service  Above  Self     One  profits  most  who  serves  best.
①奉仕の機会として知りあいを広める。　　　　　　　　　　　　　　　
②ロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕 するためにその業務を品位あらしめる。　　
③ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活 及び社会生活に常に奉仕の理想を適用する。　　　
④奉仕の理想に結ばれた事業と専門職に携わる人の世界的親交によって国際間の理解と親善と平和　
を推進する。 

The instructor of the class is a native Chinese. The words and expressions of Chinese are learned through daily conversa-
tions. Not only the language but also the culture and custom of China can be learned from the instructor. 
Day and Time:every Sunday(13:00~15:00 for beginner,15:00~17:00 for intermediate) 
中国人が講師です。中国語の単語や文型を日常会話を通して学びます。言葉だけでなく、中国の習慣、文化なども学ぶこ
とができます。

We are volunteer groups supporting Japanese learning of foreigners.
Day and Time:Wednesday(13:30~15:30)  Saturday(10:00～12:00)
私達は外国人の日本語学習を支援するボランティアグループです。
開催日時：水曜クラス(13:30～15:30)　土曜クラス：(10:00～12:00)

We play baseball game with people in Australia and Mexico and homestay them. Children and families promote 
international mutual understanding. 
少年野球を通じて茂原市近隣やオーストラリア、メキシコなど、地域や国を超えての交流やホームステイを行い、子供
達や家族が相互に国際理解を図っています。

Our members are all Filipino mostly married to Japanese. The aim is to promote mutual understanding and exchange 
culture between Japan and Philippines.
<  introduce Philippine culture  <   Support International activity in the city
<  Exchange pleasanties <  Travel information to Philippines
フィリピン人と結婚する日本人への諸手続きや、将来に起きると考えられる問題等へ相談にのります。
また、日本語がわからない子どもたちへの教育についても相談してください。

Our members like China and have an interest in China. We enjoy conversation in Chinese and leaning its culture through 
studying chinese.
Day and Time:every Sunday(13:00~15:00 for beginner,15:00~17:00 for intermediate) 
中国が好き、又は興味のある人のサークルです。中国語を勉強しながら会話を楽しんだり、中国文化を学んだりしてい
ます。

Introduction of Japanese customs and tradition.
(tea ceremony, flower arrangement, traditional Japanese dance etc.)
茶華道、日本舞踊、着付、剣道、民話、英会話などの研修会を行ったり、日本文化を広めるための発表会を行っています。
また、ソルズベリー市との姉妹都市交流活動に際し、日本文化披露や料理教室などの積極的な協力を行っています。

We are the organization that operates to aim at grass-roots international exch anges.  Activities; English conversation 
class, introduction of Japanese culture, cooking class of ethnic cuisine and taking in of homestay for foreign students.  
ボランティアを中心に、草の根レベルの国際交流をめざし活動しています。英会話教室、日本文化紹介、各国料理教
室などの企画・運営、留学生のホームステイ受け入れなどを行っています。

You can learn pronunciation, daily conversation, basic pattern, grammer of chinese. You will understand chinese culture 
and customs thorough study of language. 
Day and Time: Wednesday(19:00~20:30)  Thursday(19:00~20:30)
中国語の発音、日常会話、基本フレーズ、文法をしっかり勉強する上に、言葉の勉強を通じて中国の文化・慣習などを理
解することができます。

We enjoy cooking and eating familiar chinese dishes at home. 
Day and Time: Every 1st Tuesday 10：00～13：00
中国の家庭でよく知られている料理、まったく知られていない料理を楽しく作って美味しく食べるサークルです。

Mobara Rotary Club
茂原ロータリークラブ （茂原商工会議所内）

Contact with Mobara Chamber of Commerce
☎0475-22-3361　　
Annual Fee：230,000yen

Chinese Class of Mobara city　
茂原市中国語学習会

Contact with Mr. Sakurai
☎090-3526-1403
Fee : 10,000yen for 4months

Mobara International Volunteer Circle
茂原ＩＶＣ

Contact with Mr. Oono  ☎080-6792-4831
Annual fee： 1,000yen per year
Learner fee：  300yen per month

Nannso international exchange baseball League
南総少年野球国際交流連盟

Contact with Mr.Kosaku  ☎0475-26-3333
Annual fee：40,000yen for 1 team

Mobara Filipino Association
フィリピン人の会

Contact with Ms. Bernardita Okutsu
☎090-3697-7568     Fee：Free

Mobara Chinese Study Circle
茂原中国語学習会

Contact with Mr. Maru  ☎080-1007-7610
Fee：3000yen for a month

Mobara Culture International Exchange Association
茂原市文化国際交流振興会

Contact with Ms. Yuasa  ☎090-1110-7793
Annual fee：1000yen

The International Exchange Group ENSEMBLE MOBARA  
国際交流団体 　あんさんぶる茂原

Contact with Ms. Ishibashi  ☎090-5998-7155
Annual fee：2,000yen(adult), 1,000yen(student),
5,000yen(corporation),1,000yen(support)

Chinese study Circle
中国語サークル

Fee：3000yen for a month

団体名 Name of the group　　　　　　　　　　　　　　活動内容 Activities

茂原市国際交流協会・加盟団体一覧 Group members of MIFA （※活動開始年順）

Chinese home cooking circle
中国家庭料理サークル

Fee：500yen every time
Contact with Ms. Iizuka
☎080-5004-8929

外国人のための生活相談  何か困っていることがあるときは・・・

長生郡市夜間急病診療所（茂原市・長生郡医師会）
Night Emergency Medical Clinic at Chosei area
http://choseikouiki.jp/hokencenter.php

多言語医療問診票（かながわ国際交流財団）
Multilingual medical questionnaire
http://www.kifjp.org/medical/

多言語生活情報（自治体国際化協会）
Multilingual living information
http://www.clair.or.jp/tagengorev/en/index.html

就学ガイドブック（千葉県教育庁）
School guide for foreigners
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku-bunka/
kyouiku/gakkou/gaikokujin/index.html

ゴミの出し方
How to separate your garbage
http://www.mobarakokusaikouryu.jp

生活に役立つ情報の提供 Useful Information for living

CHIBA ADVISORY SERVICE  Free Consultation office for foreigner
千葉県外国人テレホン相談　TEL 043-297-2966


