
HELLO!

INCLUDES:

2 Chat Sessions on Zoom in various subjects over 
 culture and daily life.

WHO IS IT FOR?

English speaking moms with babies, toddlers and preschool children 
residing in Iwate Prefecture／ Each session with up to about five people 

Raising children in a different culture and a new environment is 
an exciting adventure but also could be a challenge.This is a 
good opportunity to meet other intercultural mothers and 
share your experiences, thoughts, and wishes in everyday life. 

Ms. Matsuda was born in Hanamaki, Iwate. After working at several Japanese 
companies, she went to the US to study Deaf education. She earned a Ph. D in 
Education from the University of North Carolina at Greensboro and taught at 
Miami University in Ohio for two years. She now works as a freelance 
consultant specializing in special education.  

Ms. Kazuko Matsuda（松田 一子）Facilitator:

https://forms.gle/XMqEUj1hP5mu7Vaf6
FOR REGISTRATION:REGISTRATION

In English

CHAT ON ZOOM AND 
BRIGHTEN YOUR DAY!

Meet, Talk & Share On-line

Intercultural
Mom’s ClubIntercultural
Mom’s Club

2 Chat Sessions

FREE
ADMISSION

ZOOM 
APP REQUIRED

1:30 --- 2:15 PM／ total 45 min.

2021

17Nov

1st

8Dec

2nd

In Cooperation with: Iwate International Association　　This program receives support from "Goldman Sachs Emergency Child Support Fund".

Contact Approved Specified NPO Iwate KOSODATE Netto -Mother & Child Support- 
Ms. Kazuko Matsuda /Please contact Kazuko via Email at  iwatekosodate2@gmail.com

Please make a reservation at least
one week in advance for each session.
Registration will be closed as soon as the sessions are filled.



出 会 い 、
語 り 、
シ ェ ア し よ う

プログラム内容

Zoomでおしゃべり広場。文化や生活など身近なテーマで全2回。

参加対象

英語を話す岩手県在住の、乳幼児のいるおかあさんたち／各回 5人程度

異なる文化、あたらしい環境での子育ては、素晴らしい冒険でもあり、

同時に困難を伴うこともあることでしょう。異文化に暮らし、子育てする

日々の経験で、思うこと、感じたことを、同じ境遇のおかあさんたちとシェ

アしておしゃべりしませんか。

参加申し込み https://forms.gle/XMqEUj1hP5mu7Vaf6

申し込み専用フォーム

英語で
話せる広場

Zoomでおしゃべりして
明るい一日を！ 全2回開催

Zoom
アプリ必須

参加無料
要申し込み

1:30 --- 2:15 PM／ 45 分

2021 1st 2nd

松田さんは岩手県花巻市で生まれました。いくつかの日本企業で働いた後、聴覚障がい
のある子どものための教育を学ぶために米国に行きました。彼女はノースカロライナ大学
グリーンズボロ校で教育学の博士号を取得し、オハイオ州のマイアミ大学で 2年間教え
ました。彼女は現在、特別支援教育を専門とするフリーランスのコンサルタントとして働
いています。

Ms. Kazuko Matsuda（松田 一子）Facilitator:

協力：岩手県国際交流協会　「ゴールドマン・サックス緊急子ども支援基金」より支援を受けています。

担当（英語可）：松田一子（まつだかずこ）
お問い合わせ

認定 NPO 法人いわて子育てネット
Email: iwatekosodate2@gmail.com

締切：
定員になり次第締め切ります。

各回の1週間前まで

待ってるよ
！

オンライ
ンおしゃべり広場

英語を話すママたちの英語を話すママたちの

オンライ
ンおしゃべり広場

11
17（水）

12
8（水）


