平成 2９年度文化庁委託事業

便利な「スマホ・タブレット」と「ネットコミュニケーション」
～安全に、賢くつかって楽しもう～
私たち NPO 法人フィリピノナガイサは、浜松に暮らすフィリピンの人々のため、生活に欠かせない情報の
提供や社会教育支援等をしています。今回は、現代人にとってなくてはならないコミュニケーションツール
のひとつ「スマホ・タブレット」をテーマにしました。本講座は、例えば次のような方に「おすすめ」です。

携帯電話ショップの説明・・・
わからないときがある

FACEBOOK やアプリゲームをよく利用する

・料金プランが複雑で、説明内容がよくわからない

・よく友達とメッセンジャーでチャットをしている

・撮った写真や動画はすぐにアップしたい♡
・パソコンをわざわざ開くのは面倒くさい

まま契約していませんか。

・課金ゲームは気を付けてやっているから平気！

・携帯電話ショップから、高額の請求書が届いたけ

※本講座では、
「ネット上での安全で、楽しいコミュニ

ど、理由がわからないときがありませんか。

ケーションや情報収集について」お伝えします

フィリピンの方以外もご参加いただけます
（国籍問わず）
講師は日本語で説明します。それをタガログ語にて通
訳します。よって、次の方にご参加いただけます。
① タガログ語がわかる方
② 日本語がわかる方

１０月２１日（土）

日時

201７年

場所

浜松市福祉交流センター

参加費
申込

無料

定員

午後１:３0

～ ３:３0

第一講習室（浜松市中区成子町 140 番地の 8）

４０名

filipinonagkaisa@yahoo.co.jp（
「お名前」
「ご連絡先」
「10／21 希望」をお伝えください）
《講師紹介》

小池一男 さん ユービーサポート㈱通信事業部マネージャー

1987 年静岡生まれ。趣味は読書と映画鑑賞。
営業代理店勤務を経て 2014 年ユービーサポート㈱へ入社。現在、営業並びにマネ
ージャー業務を兼任。仕事柄、携帯電話の各キャリアショップ店頭にて外国の方々
の接客にも携わり、モバイルに関する悩み相談から問題解決まで様々な要望に応
えている。

主催：ＮＰＯ法人フィリピノナガイサ

2017 PROYEKTO MULA SA MINISTRY OF CULTURAL AFFAIRS PARA SA PAG-AARAL NG NIHONGO

Convenience ng mga Smart Phone Application at Internet Communication
～Let's Enjoy it Safely and Smartly～
Ang Lecture na ito ay nag bibigay dagdag kaalaman sa pag-iingat sa pag-gamit ng mga
application sa internet at social media.
Sa panahong hindi alam ang gagawin. sa
mga Mobile Shop .
・Nakakuha kaba ng plan sa mobile, na
hindi

mo

naiintindihan

ang

Madalas na gumagamit ng FACEBOOK , LINE
at mga application games.
・Madalas mag post agad ng mga picture at videos sa social
media ♡

kontrata.？

・ Madalas maki pag chat sa mga kaibigan, gamit ang

・hindi mo alam o maintindihan kung

Messenger

bakit masyadong malaki o mahal

・Natatamad ng mag bukas ng personal computer.

ang

・Maingat sa pag gamit ng application at games kaya hindi

binabayaran

mong bill sa

telepono ?

nag aalala .

DATE

Oct,21th(SAT) PM1:30～3:30

PLACE

Fukushikouryu Center
（140－8

WHO

FOREIGNERS AND JAPANESE
( There's

Fee

Naruko-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi）

filipino translator to help you . )

FREE

For Application

080-4308-8380

or

filipinonagkaisa@yahoo.co.jp

《Guest Speaker》
Mr. Kazuo Koike UB support Co. Ltd. Consulting Manager
Born in Shizuoka ken on 1987. Leisure activities are reading and watching movies.
Currently working at UB Support Co, Ltd. as a consulting manager since 2014.
Previously worked in a mobile shop and frequently engaged in customer`s service area
Mostly responded to all foreigners with various requests and consultations for mobile
troubleshooting.

Organizer：ＮＰＯ FILIPINONAGKAISA

