
K:C

いま、私たちは国籍や民族、文化、言葉などの違う人同士、同じ生活者

として暮らしています。隣人として、職場の同僚として、クラスメイトとして。

多様性であることが当たり前とされる時代。

日本、そして地域の伝統や文化、アイデンティティを守りたいという思い。

ふたつの矛盾したのぞみを、私たちはどうかなえたらよいのでしょうか。

まずは文化も言語も違う隣人と、挨拶からはじめませんか。

海外からのゲストを迎え入れてみませんか。

推HIにいながらにして様々な文化に触れてみることで

あらためて日本や、この地域の良さを見つめなおすことができるはずです。

そんな機会を、より多くの皆さまと共有していきたい一一 。

私どもの活動にご理解とご協力をお願いいたします。

2016年度相談件数 1,399件 目談内容 件 数

=留
手続き

晨育 教育 福祉

コ保 年金

主宅

桑健 医療

党金

見光 文化 講座

この他

召介 案内依頼

羽訳依頼3%

オレゴン州ユージン市  交流派遣 997人 来訪 1,114人

ニューヨーク州|コ ーニング市 交流派遣 527人  来訪 247人

鑢茸え轟滲

2016年 11月 13日 個)

1於・推り1市

1 生涯学習センター

第 1期  12か国 81人登録

第 2期  14か国 64人
第 3期  14か国 78人
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掛川市の人□ 117,685人
外国人人□ 3,815人

フランヽ フイリービン 中 国 ベトナム
`ン

ドネシ その他

1577メ、 853ノk 637ノk 210人 126人 95メ、 317人
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多文化共生のまちづくりと国際的視野を持つた人づくりを目的に4回 目を迎えたフェス

ティバル。今回は「持‖|の、地球生まれ、地球育ち」をキャッチフレーズに、これまでよリー層、

多国籍の市民が参カロしてつくるイベントをめざして開催しました。天候にも恵まれたこの日

は、家族連れ等4,000人程の人々で終日賑わい、異文化

体験、異文化交流を楽しんでいただくことができました。

中央ステージでは個性豊かな 7組のパフォーマーが会場をにざわ

せてくれました。今年は市内で活動しているプラジル フォホダン

スのチームや、ベルーのマリネラ ダンスチームも参カロし、会場が

一変南米ムードに包まれました。また、市内小学校の太鼓クラブと

プラジル学校の子供たちのコラボによる和太鼓演奏やボサノバや海

外実習生の踊り、ズンバや掛川東高校竿曲部の琴の演奏が披露され、

来場者を楽しませてくれました。

〓鮎
肝
払
ヽ
・
半
い
い

●地球マルシェ (雑貨市場)

海外の雑貨や和小物、手作り品、体験できるショップなどバラエ

ティ豊かな雑貨のお店が並びました。

●絵本で世界をひとめぐり

●留学生と着てみよう !世界の民族衣装 !!

県内に在学中の留学生や在住外国籍の市民がお手伝いしてくれる

民族衣装の部屋は大人にも子供にも大人気のコーナーです 1

●静岡文化芸術大学多文化共生ワークショップ

大学生が行う比較文化ワークショップ。世界のおまつりについて、

新しい発見がいつぱいあったようです。

●掛川クイズラリー

今年は外国籍の皆さんにもllけ |のことを知つてもらおう 1と いう

ことで、多言語で掛川についてのクイズラリーを開催しました。

各ポイントで待つ留学生らとの交流が楽しかつた 1と、大変好評

をいただきました。

●世界の文字であなただけの名刺を作ろうコーナー

タイ語やハングル、ヒンディー語など私たちには読むことのでき

ない文字で、自分の名前を書いてもらいました。

●」lCA
青年海外協力隊が体験したアジアアフリカのお茶と掛川茶飲みくらべ。

世界中で活躍する青年海外協力隊隊員が実際に暮らした国々のこ

とやお茶文化を紹介してくれ意した。

●ブラジル・シルク・アート

●水素カー&福祉車両 展示

●交通安全教室

●日本茶インストラクターに学ぶ「お茶の楽しみ方」講座

●海外との姉妹都市交流活動紹介

●インターナショナル・ママバトン

●みんなでつくる多文化共生のまち

●簡単 !か らだチェック～骨密度検査と血管年齢検査～ (協力 :杏

林堂薬局)

●交通安全と防災教室

●市民活動紹介

● NPO村ブロジェクト 青空トランポリン広場

青空トランポリン 本組みのジャングルジム 掛川すごろく

やまちゃんのおもちゃで遊ぽう 1 マダガスカルの鬼ごつこ ク

バーラ 1 手づくり体験 バード トレーニング

赳
藤絵本で世界を

ひとめ ぐ り
llvth子 育 て
コンシェルジュ

響P

N P Oll 国籍も年齢も越えて

大人気の屋外トランポリン体験

日本茶インストラクター
によるお茶の滝れ方講座

NPO村 掛川の良さを伝える

本組みのジヤングルジム

世界の音楽 ?

世界の料理コーナ=
アジア アフリカ 中南米の料理

10店舗が並び、来場者は世界旅行

を楽しんでいるようでした。

異文化体験・異文

民族衣装 サリーの着付け

言葉よりもゲーム感覚で

交通安全を学ぽう

身体で覚える地震体験車

JICAぐるぐる地球旅行
NPO村 アフリカの鬼ごつこクパーラ |
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地域でできる国際交流・ 異文化体験

遠 州横 須賀 ちつ

ちゃな文化展の開催

にあわせ、県内のA
L丁 と市民が 1泊 2

日のホームステイで

交流を深めるイベン

トを開催しています。

県内のAL丁 4名が

参カロし、ホストファ

ミリーとランチ会に

て対 面。 自己紹 介

をしながら手作りの

お昼ご飯を頂いた後

は、 遠り‖1本黄須賀ちつ  ホストフアミリーとの交流会

ちゃな文化展を散策しました。今回は"このゆび

と～まれ
"の

皆さんにご協力いただき、着物の着

付けをしていただいてから古い町並みへ。

夜は各々ホストファミリーの家で、たつぶり交流

を楽しんでいただけたようですc

んサ・アンバロ(Ruz Amparo)さんに
は2つ甲ンじア出身  インクじユー

|

コロンビアのスズキ自II」 車に勤務していた日本人
のご主人と知り合い、結婚。転勤とともに日本へ
来ました6来日30年です:

:、 マ́ロ
日本はとても安全:そ してきれいで1静 か:犯

罪に巻き込まれる確率は、コロンビアに居た日寺
の方が圧倒的に高いですから。     ‐  ‐

困つたのは、とにかく言葉です。■漢学が特に

1月 21日 (土 )

大東保健センター

調理室にてワール

ドクッキングを開

催しました。

今回はコロンビ

アの家庭料理。親

子、初参カロの方を

含め、 12名 が参カロしてくださいました。

メニューはエンパナーダ、ペリコ (トマト

入リスクランブルエッグ )、 アレス・コン

レチェ (甘 いミルク粥)。 コロンビアの里帰

りから帰つたばかりの先生が本場の食材を

用意してくださり、より本格的な味になり

ました。

各調理台が盛り上がつたのはとうもろこ

しの粉を練つてエンパナーダの生地づくり。

人それぞれ形や大きさも様々で皆さん楽し

そうに生地を練っていました。ゆでたじゃ

が芋をつぶし、セロリやニンニク、クミンと

一緒に煮込んで細かくした牛肉をまぜたボ

リュームたっぶりの具を包み込んだエンパナーダ。きれいなきつね色

に揚がれば出来上がりです。牛肉を煮込んだ煮汁のスープも一緒にい

ただき、南米の味をたっぶり堪能することができました。

困りました。日本の料理は、ご主人が料理本を
読み上げて、それを自分がスペイン語に翻訳し
て覚えていきました。|| |
日本に来て■番嬉しかつたのは、患子を授かっ

たことです。  |
||

1年中が夏″カリブ海のリゾート地カルタヘ
ナは、海も美し―く、1美味しいシーフ■ド料理|が

食べられる自慢の場所です。また私の故郷の町
ペレイラは、1品贅の良いコーヒーが有名です。

※写真は美しい建物、カリブ海、サンセットで有名なカタルヘナ

市民AI鰤 会を開催じ詞リヨ
ワールドクッキング
llVorld
Cooking

遠り1慣須賀まちあるき

― ヨ■夕国連国際中学校くUNISl ll‖ ll来訪11

この春も、国連国際中学校

(∪ NS)か ら様々な国籍の 14

名の中学生が 2泊 3日 の日程

でl.・日|に ホームステイしました。

日曜日は措日 1市内のホスト

ファミリーと楽 しく過ごし、

月曜日は市長表敬訪間のあと

市内の施設をめくり、市民と

の交流もはかりました。児童

館で持日 |キ ッズと一緒に英語

で歌ったりお料理したり、午

後はお寺で座禅や数珠作りを

体験。夜はホストファミリー

の皆様の交流会も兼ねたフエ

アウェル バーティー l

どの生徒もlll川 の家族に感

謝の言葉を残し、翌朝、次の

目的地に元気に向かいました。

ご協力下さいましたホス ト

ファミリーの皆様ありがとう

ございました。

数 珠 つ く り

フェアウェル バーティでは、生徒

たちが日本語で、∪NSについて紹介

してくれました。

∪NS国連国際学校はニュー∃―クのマン

ハッタス イーストリバーの上にあり、幼稚園

(klnder3arten)か ら、高校 (h13h SCh00)
まであります。生徒は 125か 国 1500人が

在籍しており、教師は 85か国 200人が在籍

しています。

第3言語は日本語、中国語、アラビア語、 ドイツ語、ロシア語、

イタリア語、フランス語、スペイン語の中から選ぶのだそう。日

本に興味を持ち、 日本語を選択した生徒たちは、津田先生と田中

先生に日本語指導を受けています。

おふたりは日本語だけでなく、 日本の文化や日本式のネL儀作法

についての指導も心掛け、生徒たちを日本への研修に連れて来る

のだとお話してくださいました。

子ども交流会
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姉妹都市ニューヨーク州コーニング市への友好訪

PoR団 は、事前勉強会で仲間づくりや英語でのコミュ

ニケーシ∃ン方法などを学び 8月 10日 から8泊

10日 でアメリカを訪問しました。

9月 10日 の帰国報告会では、団長と入念にリハー

サルを行つた訪 P。0団 員ボ 映像を交えて、英語での

スピーチを披露しました。コーニング市でのあたた

かいおもてなしや現地での Cornin8-Pal∩ ted Post

高校への訪間、大都会ニュー∃一クでは、副団長の

日友のプライベート・オフィスを見学させていただく

機会に恵まれました。オフィスの窓から見える高層ビ

ルは、一層高く見えたようで、高校生達も「将来こ

んな場所で仕事がしたい 1」 と夢がふくらみ、すばら

しい経験ができたことへの感謝の気持ちが伝わる報

告会でした。

脚

冬 舅

ホストファミリーの優しさと日本文化に大感激 ll

8名 の市民訪 P。3団 の一行は 8月 25日 から米国

姉妹都市ユージン市を訪 P。3しました。至J着後、ユー

ジンの姉妹都市委員の皆さんに手厚い歓迎を受け、

訪 P。3団 は全員ユージン市

内のご家庭 へ。3泊 の

ホームステイでは各家庭

でアメリカの生活を満喫

し、ホストファミリーと

の親交を深めました。

◆団固回曰□◆
躊隧吻麒瑕笏掛川～中部国際空港～デトロイト～コーニング

蜻雉舅財塚匿なコーニング市にてホームステイ及び姉妹都市交流
コーニング社ガラスエ房体験・ナイアガラの滝ツアー

プール・パーティ・地元の高校見学など

躊鰈瑕藤鰺隧靡コーニング～ニューヨークヘ
市内視察(ロツクフェラー・センター、グランドゼロなど)

曜謳陪赳麗祗蝙ニューヨーク
市内視察・OPミュージカル又は大リーグ観戦

C目目囲匡目鵬 ニューヨーク～ワシントンD.C

市内視察 (ホ ワイトハウスなど)

□璽ヨロ回Dワ シントン～デトロイト～中部国際空港～掛川

・・ ホストファミリーとの時間

(参加者の報告書より)

コーニングでのホームステイでは多く

の時間、家族と過ごしました。完璧な

英語でなくても、私の話すことをみん

なが理解しようとしてくれたおかげで、

何も怖がることなく積極的に話すこと

ができました。もっと英語を勉強して

今回以上に思いを伝えることができる

ようになりたいです!       _■

NYではブロー ドウェイ
Or

野球観戦も

旧推VII国際都市友好協会名誉会長 馨 哲夫 氏

米国オレゴン州ユージン市との姉妹都市交流開始より大変なご尽力をいただいた馨哲夫氏が2016年 12月 にご逝去されました。

その偉大な功績に深く感謝するとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げま丸

ナイアガラ見学

出発前に大須賀のコーニング社を見学

米国コーニング美術館での
マーケットストリートにて
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毎年、秋の掛川祭りを楽しみに訪れるユージ

ン訪 P。3団 は今回7名。

1日 目は市長表敬訪問や推1川北中学校への訪

Po5、 市内見学、市民とのランチ交流会を体験。

北中学校では生徒らの合唱に、大日本報徳社で

のランチ交流会で |ま 市民の歓迎ぶりに感動して

いました。その後、訪問団員は市内のお宅にホー

ムステイし、推日 |での生活や交流を楽しみました。

卜にの英会:8教主 ご
掛川英会話教室
【と き】前期 (15回 )後期 (15回 )

央曜日午前 夜/木曜日 夜

【場 所】掛川市生涯学習センター

【対 象】一般男女

【受講料l 半年分 (15回分資料代)

一般11,000円 /KIC会 員9,000円

I募集時期1 4月 と 10月

大須賀英会話教室
【日 時】毎週央曜日

19時 30分から20時 30分

【場 所】大渕農村環境改善センター (アイク)

【対 象】高校生以上

【受講料】半年分一般 10.000円

KIC会員 8,000円

推り 1城にて
桂日 1北 中訪問

8泊 10日 の研修期間、ホームステイ&語学研修プログラムや、姉妹都市委員会やホストファミリーの待つユージ

ン市での交流体験を通じて、高校生たちは何ものにもかえがたい宝物を手に入れた様子。4月 に行われた報告会で

は、終始英語でスピーチをし、ホストファミリーの温かさや、語学研修で触れた諸外国の生徒達との交流のすばら

しさを伝えてくれました。

◆研 修 曰 □ ◆
鍮洟涵隋颯躙 掛川～成田～ロサンゼルス～ミッシ∃ンビエホ

オリエンテーション・ホストファミリーと対面

は鰈晰颯鱚蝙 サドルバッグ大学英語研修
躾漑凩躙麒隋 アナハイム カリフォルニア・ディズニーランド
靱  アナハイム～ユージン

姉妹都市委員との対面 。市長表敬訪問
ホストファミリーと対面

魃 ホス トファミリーと過ごす

魃 ユージン～ロサンゼルス～成田～掛川

楽 しく交流 しながら

英会話を学んでいます。

(お問合せは〉

lll川 国際交流センター 24-5595へ 。

◆ホストフアミリーとの交流

とても楽しく交流できた 11名
だいたい交流できた   2名

◇ もっとも感動 したこと

●ホストフア三リーが本当の家族のように接してくれたこと
0語学研修や現地高校見学、姉妹都市委員会の方々など多く
の方と出会い、コミュニケーションをとることができた

●アメリカ人の文化や生活、考え方に触れることができた

◆これから参加する高校生ヘ

0最初は緊張するけど、だんだん話すことが
楽しくなります |

●迷っているなら行くべきです 1案外なんとか
なります |
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掛川市日本語教室は 1期 10回 の教室を年 3回行つています。 2016年度も多くの外国籍の方が生活に必要

な日本語を学びに来てくださいました。

今年は通常の日本語クラスに加え、推日 1国 際交流フェスティバルヘの参力0と して、「各国おすすめ料理」のパ

ネルを作成し、フェスティバル当日は多くの方に見ていただきました。バネルを作成する受講生たちは、最初と

まどつていたものの、次第に隣のテーブルの他国と張り合いつつお国自慢に力が入り、おいしそうな料理写真や

イラス トで飾られた素敵なパネルができあがりました。フィリピン、イン ドネシア、タイ、中国、ベ トナム、 ト

ルコ、オランダ、ブラジル、ベルーといつた様々な国の料理比較をしながら、料理に関する日本語の独特な言い

回しもあらためて学ぶことができました。

日本語教室料理の紹介

掛り|1市日本語教室の活動発表 (2017

静岡県 日本語ボランティアセミ |■

19静岡県男女共同参画センター「あざれあ」)

ナーにて、掛川市日本語教室の活動

について発表する機会をいただきま

した。

日本語サポーター (市民)によるひら

がむ・片仮名・漢字のクラスと、有資

格の日本語講師による会話クラス。その複合式で開催される当

日本語教室の方法は、県内でも珍しいスタイルです。多くの方

が興味深くお話しを聞いてくださいました。

‐ ::::1,11:i:,掛 川市日本語教室の特徴 :::|;::|::::::::

生活に必要な日本語を学び、地域社会と交流

するためのスキルを身に付けます。

13:00～ 日本語サポーター(市民)によるひらがな。

片仮名・漢字&交流

x,皇壷 塾 垂 嚢 藝 藝 聾 籐

14瑞
ふ0有資格の日本語講師による会言舌の勉強

1愧燎』
枡

日本語教室閉講式 パネルづくり

瘍 聰蝠∩ 下19,r壁
「

P12.q管ジ?22Fti迎ぅ11111

仁だ【nf腎「拿忌呑〔掃|され奮曇L熙』埋李〃 |

KICの ポル トガル語通訳
月曜日、水曜日、金曜日

10:00-15:30

t

NPO法人掛川国際交流センター

〒4368650掛 川市長谷11 1掛 川市役所2階 テラス

TEL&FAX:0537(24)5595
E―mal:kic@kake3awa lfe com

http:〃 kakegawa― life.com/
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・  ◆ KIC会員入会のお願い◆   '
私たちの活動は、持日1市からの委託金のほか、会員の皆さまか

らの会費で成り立っています。お寄せいただいた会費は、l.・日1市

の国際交流、国際理解、在住外国人支援などの活動のために活用

させていただきます。皆様のご支援ご協力をお願い致します。

年会費  正 会 員 3,000円 〈イ固人〉/10,000円 〈団体〉

賛助会員 2,000円 〈イ固人〉

特 典 ●各種講座 イベントヘの優先的参カロ及び参加費害J引

●交流会への参加 ●会報誌 (年 2回)の郵送

※詳しいお問い合わせ 。お申し込みは、直接事務局まで。
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