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施設工場見学会 
松平 篤昌 

 7月 3日（日）恒例の施設工場見学会を外国人 17名、

日本人34名の総勢51名で日光市にある各施設をまわり

実施しました。 

 外国人の内訳は、宇都宮市内在住の親子 3組とメキシ

コ、コスタリカ、チェコ、ボツワナ、ガーナ、エチオピ

ア、中国、台湾からの留学生でした。 

 足尾銅山は江戸時代の直轄の銅山として栄え、その銅

は東照宮や芝増上寺、江戸城の瓦などの製造に使われた

り、江戸時代の銅銭「寛永通宝」としても使われました。 

 1877 年、古川一兵衛が経営に加わり、日本の銅山と

して最先端の技術を取り入れ、日本の産銅の約半分を生

産し、東洋一の銅山と呼ばれました。 

 トロッコ列車に乗って坑内を移動しましたが、薄暗い

坑道には、江戸時代手掘りだった作業の様子が再現され

ており印象的でした。 

旧英国大使館別荘は日光の歴史と魅力を発信するた

め、現在、県の所有となっています。隣接するイタリア

別荘記念公園で中禅寺湖を眺めながら、持参した弁当を

おいしくいただき、参加者同士、楽しく歓談しました。 

丸彦製菓は厳選米を使って一子相伝の匠技でつくる

本格的米菓工房です。予め予約のあった外国人親子が笑

顔で炎の反射で熱い熱いと言いながら、せんべいの手焼

きを体験しました。 

「槽（ふね）」と呼ばれる木製搾り機に「もろみ」を

詰めた袋を積み重ねてゆっくりと時間を掛けて新酒を

作る片山酒造では、数種類のお酒を試飲することができ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最後の見学先となった日光ゆば処では、豆乳に食用の

黄粉を少し加え、静かに上面に生じた薄皮をすくい上げ

て作っています。ここでは、すくい上げ体験と試食がで

きました。ゆばは冬期の蛋白源保存食として重宝されて

います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の見学は、歴史と現代の物づくりを 1 日で体験で

き、親子で参加したカナダ人からは、「日光市の施設見

学は初めてであり、貴重な経験となりました。」と感想

をいただきました。 
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 国際理解教室 

 

国際交流サロン 

  

                         

上戸祭小学校と河内生涯学習センターで行われた国際理解教室へ UCIA から講師を派遣しました。 

各講座では、外国人・日本人講師が色々な国の文化や習慣、歴史などを子どもたちに分かりやすく、時にユー

モアを交えながら教え、会場の子どもたちも楽しそうに学んでいました。 

▲スウェーデン編 ▲スペイン・ネパール・イタリア・ペルー・アメリカ・中国の紹介 

▲アフリカ民族楽器・マリンバの体験 ▲アメリカ編 

国際交流サロンでは、皆さんの参加をお待ちし

ています！！ 

 外国語が話せなくても参加 OK！（もちろん外国

語を話せるチャンスもあります） 

 ◆開催日：毎月第 4 日曜日 16:00～18:00 

 ◆場 所：うつのみや表参道スクエア 5 階 

国際交流プラザ 

 ◆参加費：無 料 

 ◆申 込：不 要 

毎回、集まった皆さんで、ゲームや自由におし

ゃべりをしながら、国際交流の友達づくりをして

います。 

国際交流に興味・関心のある方ならどなたでも

参加できますので、ぜひ一度ご参加ください。 
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酸辣湯と葱油餅で味わう夏の中国料理教室 
  呉 燕敏 
 中国料理と言えば、皆さんはおそらく餃子を思い出す

のではないでしょうか。 

中国の料理には、主に上海料理、広東料理、四川料理、

北京料理の 4種類があります。これらの料理は、中国の

各地方の特徴を吸収して、良いところを取り出したもの

です。餃子は北部の料理の一種ですが、その他にも中国

にはたくさん有名な料理があります。 

そこで、市民の皆さんにより幅広く中国の料理を知っ

ていただくため、8月 28 日（日）、宇都宮市総合福祉セ

ンターで「酸辣湯（サンラータン）と葱油餅（ツォンヨ

ウビン）づくり体験」を行ないました。 

四川料理の「酸辣湯」は、酸味・辛味・旨み・香りが

特徴です。夏に食べると、食欲増進、消化促進、脂肪燃

焼などの効き目があります。「葱油餅」は、朝食によく

食べられる中国の庶民的な小料理です。 

 

今回の料理教室には定員を超える応募があり、当日は

大盛況となりました。和気あいあいとした雰囲気の中、1

時間半の共同作業を経て「酸辣湯」と「葱油餅」が完成

しました。そして皆さんが美味しく料理を召し上がって

いる間、私は着て来たチャイナドレスを紹介しました。  

中国語で旗袍（チイパオ）というチャイナドレスは、

女性本来の美しさを引き出すように表現されており、

様々なこだわりが施されています。 

これら中国の衣・食文化両方の紹介を通し、当初の目

標であった一石二鳥の体験活動を行うことが出来まし

た。 

参加者からは「大満足です」という嬉しい声が多数聞

かれました。「異国料理の香りが漂う中で異国の文化を

学び、美味しく楽しい思い出づくりがしたい！」という

方は、ぜひ、次回への参加をお待ちしております。 

 

ボランティア通訳のための月例英語研修会 
牧野 チヨ 

すがすがしい秋晴れの一日、行楽に出かけたメンバー

に取り残された 8 名のメンバーが東図書館に集まってき

ました。 

私達はUCIAの通訳依頼にいつでも対応できるように、

日→英、英→日の通訳練習をしております。例会は月 2

回、第 3・第 4 土曜日の午後、外国人講師を招いて地味

にコツコツ、実際の通訳現場を想定してレッスンを行っ

ています。この日の講師は鹿沼高校 ALT、スコット・平

林先生。先生自作の英文・想定スピーチを日本語に通訳

しました。 

通訳依頼者の原稿が事前に手に入らないことがあるた

め、今日は初見の通訳にも挑戦しました。 

現在メンバーは 20 名、平均 13～14 名が毎回参加し、

出身国の異なる講師の方々の英語にふれています。    

私達は通訳シミュレーションの他に、講師の方々の国

情、文化的背景、世界の動きなど、様々なテーマで討論

を楽しんでいます。 

 IoT（Internet of Things）時代への変化も、大変興味

深いものです。 
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外国人のための日本語教室 ≪国際交流プラザ土曜日午後教室≫ 
成原 文子 

土曜日本語グループの一番の特徴は仕事を持ってい

る人が多いという点でしょうか。でも、国際結婚したば

かりで一人で来られずご主人の休日に合わせて連れて

きてもらう、または大学の留学生等々、いろいろな人達

がいます。 

国も現在 14 か国にわたります。多いのは中国、フィ

リピン、タイです。学習者の数は 50～60 人です。この

「～」は何かというと特に入門クラスに 5～6 人でどっ

と来て、「わぁ、大変！」と思っているうちに段々来な

くなるというパターンです。でも、大半の学習者は休み

にも拘わらず真面目に勉強に来ます。そんな学習者と身

近に接する我々スタッフも刺激を受けます。 

どんな気持ちでボランティアしているか訊いてみま

した。学習者との交流、大きく云えば国際交流の楽しさ、

異文化を知る楽しさがある。日本に来た人が日本を好き

になり、理解して帰国するという手助けを日本語を教え

るという事を通じて行いたい。海外勤務や滞在の際、お

世話になったので少しでもお返しできれば…という人

もいました。 

また、土曜教室で思う存分活躍したい！力を発揮した

い！という勇敢な人もいました。 

一番の魅力はやはり、日本語が分からなかった人が少

しずつ解るようになり、笑顔を見せて会話するようにな

るのを間近に見ることができる事でしょうか。反面、仕

事や卒業で帰国したり、転居したりの別れには寂しさを

覚えますが、「去る者追わず、来る者拒まず」で毎週土

曜日、今後も続けていきたいと思います。 

 

宮まつり・よさこい踊り  
吉田 しのぶ 

今年も、UCIA のよさ

こいチームは恒例の「宮

まつり」よさこい踊りに

参加しました。（8 月 7

日＠大通り） 

今年は例年にも増して参加者が多く、もう何度も出て

くれているレギュラーメンバーのほかに、UCIA のホー

ムページを見て参加した若いカップル、お子さんともど

も一家全員で参加してくれた方たちなど、特に大々的に

募集したわけでもないのに大勢の方が参加してくれて、

総勢なんと 65名、これは過去最多の出場者です。 

なかでもお子さん連れの方が多く、小学校低学年の小

さい踊り子が黄色いタスキをかけてぴょんぴょん跳ね

回って踊る様子は本当にかわいくて、練習のときからみ

んなを大いに和ませていました。子どもたちは褒められ

ると気を良くして、益々一生懸命になるので、大人のみ

なさんも意識して褒めまくります。 

また、今年は若いドイツ人の男性が自主的に参加して

くれて、練習もほとんど休むことがありませんでした。  

ダンスはさすがにドイツとは違って、リズムの取り方

や鳴子を持った動きが難しそうでしたが、練習を重ねる

うちに大変上手になって、本番では積極的に最前列でプ

ラカードを持って踊ってくれ、それがいかにも国際交流

らしく大いに盛り上げてくれました。 

欧米の男性が参加することは珍しいので、観客の目を

引いたようです。彼にとってもきっと日本のいい思い出

になったことでしょう。 

 そのほかにも、タイのダンサーだった女性は、独特の

優雅な動きでみんなをリードしてくれましたし、中国・

台湾・フィリピンなどのみなさんも揃いの法被を着て楽

しそうに踊ってくれました。また、給水のスタッフとし

てインドネシアの男性が参加してくれました。（ダンス

は恥ずかしいけど、法被を着たいから・・・とのこと） 

 最初はちょっとしたきっかけで始まった UCIA の「よ

さこいチーム」も、20年近く経ってすっかり地域に根付

いたように思います。真夏の練習は大変だけど、暑い中

で思いっきり汗をかき、リズムに乗って踊る楽しさは何

とも言えません。みなさんも来年はぜひ一緒に踊りまし

ょう。 
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オークランド市への高校生派遣事業 
 丸山 秀彦 

 今年も、宇都宮市からの受託事業として、オークラン

ド市へ高校生派遣事業（7月 27 日～8月 4 日）を実施い

たしました。面接選考の結果、派遣生全員が女子生徒と

いう初めての構成になりました。 

 私達、実行委員も、最初はびっくりぽん！でしたが、

10 名の派遣生の皆さんは、第 1回事前研修会からハキハ

キと発言され、積極的な皆さんでした。 

 オークランドでは、ニュージーランドの国内規定の変

更や受け入れ先の事情もあり、滞在中の安心安全のため

付添者が付くなど体制の変化もありましたが、現地での

行動をサポートしていただけたので受け入れ先のマヌ

レワ高校や市内見学などの行動も、より効率的に活動が 

 

出来たようで、派遣生は楽しい研修になったと喜んでい

ました。 

 高井副市長への帰国報告会では、派遣生全員で覚えた

てのマオリのゲームを披露し、今後は国際交流関係の大

学への進学や仕事に就きたいと、新しい将来への希望や

抱負を語ってくれました。最後に、もう少し期間があっ

たらと残念がっていたことが印象に残りましたが、この

派遣事業も今年で 26 回を数え、多くの高校生が巣立ち

羽ばたいて行きました。 

 実行委員の一人として、報告書を書きながら、時代は

変わっても、これからも益々この高校生の派遣事業の充

実発展を期待しています。 

 

フランスからの青少年訪問団受入れ 
宮﨑 晴美 

7 月 16日（土）から 18 日（月）までの 3日間、Le Zebre

（ル・ゼーブル：青少年を対象にサマースクール等を主

催するフランスの団体）が主催するサマーキャンプに参

加する青少年訪問団 22名（男子 11名、女子 9名、引率

2 名）が宇都宮に滞在中、ホストファミリーとして受け

入れました。訪問団は 7 月 12 日から 17 日間の日程で東

京、宇都宮、奈良、広島、大阪、京都と各地を観光。 

オルレアン市出身で、姉妹都市交流事業の一環として

宇都宮にホームステイ経験のあるパスカリーヌ・ジェロ

ームさんの企画で、宇都宮でのホームステイが実現しま

した。 

宇都宮滞在中は、各ホストファミリーと過ごしました

が、足尾銅山への観光、ショッピングセンター、二荒山 

神社天王祭と出かけた家庭、前日までのハードスケジュ

ールで疲れている様子なので家でゆっくり過ごしたと

いう家庭、とそれぞれでした。家庭では、一緒に手巻き

寿司や餃子作り、花火、フランスと日本の文化や生活習

慣の違いで話が弾んだ等、楽しい時間を過ごせた様で

す。 

宇都宮駅での見送り時には、短期間だったのでもう少

し一緒に過ごしたかったとハグで別れを惜しむ様子が

見られました。近年は SNS で帰国後も気軽に交流を続

けることができるので、海外からの写真や近況報告もホ

ストファミリーの楽しみの一つになっています。ホスト

ファミリーの皆さん、お疲れ様でした。 
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フェスタｍｙ宇都宮 2016 国際交流ひろば 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

フェスタｍｙ宇都宮 2016国際交流ひろばが、5月 15日（日）にバンバ広場にて開催されました。 

 UCIA 各団体の活動紹介や世界各国の料理・民芸品等を販売するブースが 15ブース出店したほか、ステージ

では 12団体による日本伝統芸能や世界の音楽・ダンスなどのパフォーマンスが披露され、楽しい国際交流の 1

日となりました。 

▲ペルー民族ダンス 

▲日本伝統芸能 

▲お琴によるポピュラー曲の演奏 

▲大迫力のフラダンス 

▲大人気のどじょうすくい ▲妖艶なベリーダンス 

▲会場が一体になったアフリカ音楽 

▲悠久の音色・二胡演奏 

▲活動紹介などを行った出店ブース▲ 

▲副理事長あいさつとハーモニカ 

アンサンブルの演奏 

▲市長の来賓あいさつ 
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編集・発行 NPO 法人宇都宮市国際交流協会 

〒320-0026 宇都宮市馬場通り 4 丁目 1 番 1 号 

うつのみや表参道スクエア 5 階 

国際交流プラザ内 

Tel: 028(616)1870 Fax: 028(616)1871 

受付時間: 10:00～20:00 

E-mail: ucia@ucia.or.jp 

URL: http://www.ucia.or.jp/ 

井上総合印刷様 広告 

会員になりますと、 
以下の特典があります。 

。 

奇数月に情報誌を
お送りします。 

○●○ 広告募集について ○●○ 

 

UCIA では、年 3 回(7 月、11 月、3 月)会報誌を発行しています。
広告掲載をご希望の方は UCIA へお問い合わせください。 

◆ 費用   15,000 円（5,000 円／回） 

◆ サイズ  6cm×8.5cm 

 

ホームページでも、広告バナーを募集しております。詳細は、
広告バナーページ(http://www.ucia.or.jp/advertisement.html)をご
覧ください。 

 ◆ 費用   3,000 円／月 

  ※ 3 か月から掲載可能です。 

 

 

 
〒320-0066 栃木県宇都宮市駒生１丁目１番６号 

財団法人栃木県青年会館 
TEL.028(624)1417(代) FAX.028(624)1843 
http://www2.ocn.ne.jp/~concere/ 
E-mail:concere@olive.ocn.ne.jp 
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国際交流いつやるの？ 今でしょ！！ 
 

◆外国人のための日本語教室  ◆外国語講座 

◆日本文化教室        ◆姉妹都市交流 

◆国際理解教室        ◆翻訳・通訳 

◆国際交流イベント 

◆外国人のための総合相談   

様々な国際交流の
に参

加できます。 

宇都宮市国際交流協会は今年で 20 周年を迎えました 

 

宇都宮市国際交流協会は 1997 年に設立されて今年で 20 年を迎えることができました。 

これもひとえに、長年にわたる多くの皆さま方のご支援・ご協力の賜物と改めまして深く感謝申し上げます。 

それに伴い、この度、協会設立 20 周年を記念した記念事業を開催する運びとなり、現在、実行委員会にお

きまして準備をしているところでございます。 

周年の冠を施した冠事業を来年度の上半期にかけて実施していく予定でありますが、式典等のメインのイベ

ントにつきましては、2017 年（平成 29年）の秋頃を予定しておりますので、ご予定おきいただけますと幸い

でございます。今後決定次第、ご案内して参りたいと思いますので、引き続き、当協会へのご支援・ご協力を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

協会設立 20 周年記念事業実行委員会 

実行委員長 秋 山 光 庸 

お知らせ 

◆今年度（11 月以降）事業概要◆（予定） 
○外国人のための日本語教室（通年） 

○外国語講座（後期講座は 10月から開講中） 

○オルレアン市への青少年派遣（11月 18日～27日） 

○世界の絵本を楽しもう（11月 27日） 

○20周年記念「国際理解コンサート・地球のステージ」（1月 8日） 

○20周年記念「日本文化ふれあいの会」（2月 19 日） 

○オークランド市・タルサ市への中学生派遣（3月） 

○ポットラックパーティー（毎月第 2 土曜日） 

○国際交流サロン（毎月第 4日曜日） 

○ボランティア通訳のための月例英語研修会（毎月第 3・4土曜日） 
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