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開会時刻までオンライン参加の皆様には
こちらを画面表示

初のオンライン開催

◆日本語スピーチ
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発表者の交代時は丁寧な消毒時間
オンライン参加の皆さまへのお知らせ
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西東京市長賞
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会場の風景

緊張の面持ちの実行委員長 入念な準備でのぞむ司会者

控室で市長のご挨拶を聞く発表者たち オンライン配信をしている発表会場 次の発表を待つ発表者と控室を見守るスタッフ

皆さまと会場をつなぐ配信スタッフ 発表を見守るスタッフ・市職員
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西東京市長賞

実行委員長から賞状を
受け取る受賞者たち

レ ティ ヴァンさん

モ ラフィーさん

ニューンハム サリーアンさん

三賞の授与につづき、
皆さんの健闘を称え、全員に敢闘賞

審査結果待ちはドキドキ

NIMIC賞

武蔵野大学学長賞

表 彰 式
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ポスター／チラシ 発表者募集チラシ
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【協力】 【主催】

〒188-0012
東京都西東京市南町5-6-18 イングビル1F 

E-mail ： info@nimic.jp
HP ： https://www.nimic.jp/
FB ： www.facebook.com/nimic.nishitokyo

ーともに住み、ともに生きるー

NPO法人西東京市多文化共生センター
（通称、NIMIC（二ミック））

異なる背景を持つ人々が、互いの違いを理解し尊重し合って
共に地域で暮らす「多文化共生」のまちを目指して、
活動しています。
「外国人にとって住みやすいまちは、みんなが住みやすいまち」
と考え、外国人支援、交流の場つくり、受け入れる地域社会の
啓発活動を行っています。

市の外国人相談
窓口 西東京市
多文化共生セン
ターを、市からの
委託を受けて運営
しています。
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