
英語でおしゃべり

EnglishチャットROOM
English Chatroom with Eric 

2021年 秋＆冬

南砺市国際交流員(CIR)
エリック(Eric)

くわしい内容はここでチェック！

【お問合せ】

南砺市友好交流協会
tel: 0763-52-4548   mail: info@nanto-ykk.org

URL:http://www.nanto-ykk.org
受付時間 月～金８：３０～１７：１５（祝日除く）

Nanto Goodwill Exchange Association

Inquiries

Open  8:30-17:15 from Mon. to Fri.
(excluding national holidays) 

こんにちは。アメリカミシガン州出身の
エリックです！趣味はロッククライミング、
ランニング、格闘技です。
異文化にとても興味を持っています。
一緒に話しましょう！

場 所 福光福祉会館（南砺市福光5260）
Where： Fukumitsu  Welfare Hall (5260 Fukumitsu Nanto City)

Reservation： Required (Max number of participants: Daytime 7, Evening 10) 

Fee： 100 yen *Free for exchange volunteers and people from abroad        

Target： High school students and older

参加費 １回１００円 ※交流ボランティア・外国人無料

お申込 毎回要予約（定員 昼 : ７名、夜 : 10名）

対 象 高校生以上

期 間 8月3１日(火)～12月9日(木)
Time Period： August 31st to December 9th, 2021

※ 都合により中止の場合は、Facebookやホームページでお知らせします
Any cancellations will be announced  on our website and Facebook.

国際交流員エリックさんと
英語で楽しくおしゃべりしませんか？

A warm welcome to people from all over the world!

Come get to know the people of Nanto a little better 

through some nice conversation!

DAYTIME (昼)

火曜・木曜
Tuesday ・ Thursday

初級コース 14:10～14:50 (火・木 各8回)

日 時
When

通常コース 13:00～14:00 (火・木 各8回)
Standard Course

Beginners Course

Every Tuesday and Thursday has the same theme.

それぞれの週で、火曜と木曜のテーマは同じです。参加はどちらか1回まで。

初級コース
DAYTIME (昼)

英語検定５級から4級程度の

方が対象です。わからないことは

日本語で質問しても大丈夫！

英語に興味はあるけれど会話は

ちょっと心配・・・という方も、

お気軽にご参加ください。

Check Body
Temperature Wear a mask

If any of the following apply to you please refrain from participating:
・You have a fever, cough, any cold-like symptoms, or are feeling ill in any way.

・You suspect someone you are living with or living near may have been infected with COVID-19.

Please do the following:

Disinfect

安心してご参加いただけるよう
ご理解とご協力をお願いします

自宅で検温 マスク着用 手指消毒

EVENING (夜)

火曜 19:00～20:00 (全8回)
Tuesday

日程の詳細・テーマは裏面をご覧ください。
See the back of this flyer for the schedule.

日 時
When



火 木 Chat Room Themes
（初級コースも同じテーマです）

8/31 9/2 Olympics （オリンピック）

9/14 9/16 Bars and Restaurants （飲食店）

9/28 9/30 Marriage and Weddings （結婚・結婚式）

10/12 10/14 Daily Life （日常生活）

10/26 10/28 Parenting （子育て）

11/9 11/11 Holidays and Celebrations （祭日・お祝い）

11/16 11/18 Money and Shopping （お金とショッピング）

12/7 12/9
Games Using English!
（英語を使ってゲームをしよう！）

火 Chat Room Themes

8/31 Olympics （オリンピック）

9/14
Favorites and Least Favorites
（好きなこと・嫌いなこと）

9/28 Festivals （フェスティバル・おまつり）

10/12 Hometowns （故郷）

10/26 Housing （住まい）

11/9 Silly Debates （楽しいディベート）

11/16
Dating and Relationships
（デートと付き合い）

12/7
Games Using English!
（英語を使ってゲームをしよう！）

チャットルーム 各回のテーマ

2021年 秋 ＆ 冬


