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姉妹都市や国際交流センターの活動について

のパネルの展示 プラツルのバンやスープと姉

妹都市ユージン市のスイーツの試食 世界のお

茶の ・l飲を行いました.

また AヒTの 方たちと一緒にハロウィンのか

ばちゃランタン作りも楽しみました。

あいにくのお天気にもかかわらず大勢の方が

ご来場くださいました。

平成21年12月25026日 J 9:30～ 12:00

外国人の子どもたちのための冬休み勉強会

を行いました。30名 近くの児童が集まり 学

習ポランティアさんと一緒に冬休みの宿題や

書き初めをがんはりました。
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機になつている子どもたちに就学支援を行つてt)ます.

(平「123年 度までの文書「科学省 国際移|キ

を開催。景気後退によつて不就学 白宅待
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・一〓一貝一委クツイ

副理事長 PFA担当 潜 口 博 之

ユージンとの姉妹都市提携後30年 にわたつて交流を続けてき

ましたが 昨年は 新型インフルエンザ騒ぎで一般市民の訪問が

できませんでした。中断するのも残念なので 私が一人で出かけ

ることにしました。

高校生研修生のめんどうを見てくれていた村松さんをサンフ

市長室にて
なからジョン会長 清□

■ティ ツヽ―シー市長 高橋委員

ランシスコに訪ね、また ユージン市では姉妹都市委員会のジョン会長をはじめ委員会のメンパーやキティ

バーシー市長とのミーティングをし 今後の方針を打ち合わせました。

市長もジョン会長もこれからも積l・・的に姉妹都市提携を継続したい意

向で、一般市民受け入れも 高校生受け入れも 委員会が引き受けてく

れることになりました。

3月 には 11名 の高校生が訪問します.6月 にはユージン学園の生徒

が来掛予定です。

また 7月 には一般市民の訪問を企画しています.

素晴らしい季節のユージンをぜひ味わつてください。ユージン学国の日本の踊リパフォーマンス

ホワイトホースシアターとは…

英語を母国語としない国の子供たちに 慮Jを通し

て生きた英語を学んでもらおうと、世界中で英語劇

の公演をしている劇団です。

「ひとつまみの塩Jは 「リア王Jと 「シンデレラJ

のお話の元になつたと言われるイギリスのおとぎ話

を題材にしています。

●英語はわからなかつたけど楽しかつたです。

_ もしよければ学校に来てやつてほしいです。(]1歳女子)

●ブリティッシュイングリッシ■か間けて
｀
  良い体験ができました。(25歳 女性)

‐ 0初 めての体験でしたが ゆつくり話してくれ

_ 話の中に吸い込まれました。 (62歳 女性)
高校生によるパフォーマンス

H223211日
～32981

トム ビッケルさん宅にて事前研修をしました
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毎年恒ウlとなつている 「ALT国 際交流フェアJを
10月 24日～25日に行いました。

同日F■S催したインターナショナル フェアのかぽ
ちゃのランタン作りのお手伝いもしていただき 多
くの方との応、れあいができました。

そのほか 英会話部では毎週央曜日アイクにて英会話数室も開催しています。

ホストフアミリー部 部長 寺 坂 純 子

今回は 県内在住の 15名 の ALTが 参加しました。

当日は ホストの方々との歓迎会 インターナショナ

ル フェアでのかばちゃのランタン作tlなど楽しいひ

とときを過ごしました。

ホストファミリーの中には 小さなお子様のいる家

庭もあり 幼い頃からの国際的なら、れあいに感動した

ことだと思います。
一泊二日の短いホームステイでしたが ALTの 方々

もホストファミリーの方々も有意義な2日 間を過ごし

ました。

英会話部 昌」部長 水 谷 増 士

今回 AFAに とって初めての参力□となるインターナシ∃ナル フェア

でした。今までとは違う試みをしようということでいるいろな案が出され

ましたが 我々にとっては全く新しいイベントなので何をしたらいいのか

よく解りませんでした。最終的には 横須賀で行われる「ちっちゃな文化展J

の期間中にPTS催し まずはKICの 活動内容を知つてもらうことが一番だ

ということになりました。

会場は 三熊野神社横の安禅寺さんをお借りし 予想以上の人に入場し

ていただき 大変賑わいました,プ ラツルの食べ物の試食 世界のお茶の

試飲などの他 かぼちゃのランタン作りも大変好評でした。当初は買い過

ぎかと心配したかぽちゃも足りなくなつてしま

うほど人が集まり 本当によかつたです.

AFAと して毎年行つている 「Aヒ Tフ ェアJ

と日程が重なり 人手不足が心配でしたが 皆

さんのご協力のおかげで問題なく 開催するこ

とができました。来年度は今年度以上盛況にな

ればいいなと思います.
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GEA
地球市民委員会

スリランカ出身のルワニ タクシラさんを講師にお

迎えし、スリランカ料llgら品を作りました。カレーの

葉という名前のスパイスがあったリ スリランカの製

節があつたりして参加者はビックリしました。

スリランカ料理はスパイスが効いて少し辛めです

が 日本人の口にも合うようでした。試食後は、スリ

ランカのお金や写真を見ながらスリランカについて教

えてもらいました。

講師ルワニ タクシラさん

今年もニユーヨーク国連学校から中学生17名がやつて来ます|

平成22年3月28日 (日)～31(水) 3泊 4日

アメリカニユーヨークにある 国連国際学校の中学生が掛り市を訪れます。

ホームステイをして 掛りの中学生達と交流を深めたいと思つていま魂
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榛 葉 恒 治

【メニ]―】
和員魚スタイル
じゃがt もヽ焼■カレー
~つ

葉サラダ
ハッパダム (スリランカのせんべt))
Xす べてご飯の 卜にかけていたださました |
スリランカ風フルーツサラ,と アイスクリー■
スリランカの紅茶
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