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事業報告 

事業報告 

お知らせ 

日本文化ふれあい教室 

～着物の着付け体験～ 

着物を着て神社に出かけてみなせん

か？ 

平成 28 年 10 月 30 日（日） 

＠二荒山神社 

詳しくは次のページをご覧ください。 
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日本文化ふれあい教室（着物着付け体験） 

～着物を着て神社に出かけてみませんか？～ 

日本文化委員会では、昨年好評を得た日本文化ふれあい教室（きもの着付け体験）を 10月 30 日（日）に市民プ

ラザ会議室で実施いたしました。 

昨年と同じタイトル「着物を着て神社に出かけてみませんか？」のチラシを作成し、参加者を募りました。募集

は男女併せて 10名とし募集・準備しましたが、実際にいらしたのは、男性 2 名・女性 6名の 8名で、国籍は、カ

ンボジア・フィリピン・中国・アメリカの方々でした。 

 着物を着て髪型を着物に合わせてアップにし、みなさん各々スマートフォンで写真を撮ったりし、二荒山神社に

お参りに出かけました。 

バンバ広場では、当日お祭り（菊水祭）が行われており、多くの人出もあり着物を着た外国人が列をなして歩い

ている姿は、広場にいた人たちも驚かれたことにちがいありません。 

 二荒山神社の階段を淑やかに登り、神社で参拝して皆で記念写真を撮りました。着物を着た人たちにとって、と

てもよい記念になったことと思いました。 
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 ハイキング＆BBQ 
石原 聡   

10 月 30 日（日）、天気は晴れ。秋空の下、毎年恒例

のバーベキューとハイキングの集いを篠井冒険活動セ

ンターで開催しました。参加者は老若男女国籍問わず

様々な方々が参加しました。施設内のトンネルや吊り

橋、遠くの山々が一望出来る展望台などをハイキングも

兼ねて、その名の通り、冒険をしました。体を動かした

後は、バーベキュータイム。ゲームでランダムに組まれ

たグループに分かれてスタート。薪を使っての火起こし

に悪戦苦闘するも、各グループ、肉、野菜のいい匂いを

漂わせ、交流を図りながら楽しい会食となりました。ベ

トナムから来た女の子は、綺麗な景色も楽しめて、美味

しいバーベキューも出来て、たくさんの友達が出来まし

た。また来年も参加したいですと話していました。  

 

 

スペイン料理教室 
江連 征子 

スペイン料理と言えば、日本人は先ずパエーリャをイ

メージするでしょう。それもムール貝の入った魚介パエ

ーリャを。 

 1月 29 日（日）・市総合福祉センターの料理実習室に

おいて、30 余名が集い実施されました。勿論、パエーリ

ャを一番に、しかも家庭的なもの。フライパン（スペイ

ン語でパエーリャ）にオリーブオイルをひき、エビを焼

いて・・・。ムール貝、白ワイン、トマト、玉ねぎ、サ

フラン、お米。It sounds delicious.本当に美味しかっ

たです。優しい味、彩もあの地中海を思わせる鮮やかな

色。参加者みんなが笑顔でいただきました。 

 食後は松平さんの仲間がハーモニカで奏でてくださ

いました。休日の一瞬を素敵に過ごすことができまし

た。Gracias. E.S 
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オルレアン市からの高校生受入れ 
  越塚 真紀 
10 月 29 日～11 月 8 日、フランスオルレアン市よりサ

ントクロワサントヴェルト高校生 21名(男子 13名、女子

8 名)と彼らの日本語の先生 川西夏希さん、引率のチン

タ・ミシャロスキー先生を宇都宮に迎えました。  

隔年に行われている当事業は大変好評を得ており、今

回の参加者募集は「卒業まで日本語学習を継続する者」

という条件つきだったそうです。 

 9 月から実行委員会を開き、活発な会議を重ね滞在中

の交流プログラムを組み立てました。 

到着後週末をホストファミリーと過ごし、月：滞在に

ついてのオリエンテーション→市内観光(二荒山神社、県

庁などを宇都宮シティガイドさんと)→副市長表敬。火：

学校体験で海星女子学院を訪問。書道体験や巻き寿司作

りと大変楽しい交流に。水：工場見学(レオン自動機)食

品製造機械、製造工程を見学→昼食後に防災館で地震、

強風、大雨体験→大谷資料館(館内ガイドさん同行)。金：

蕎麦打ち体験、茶道体験。自分で打った蕎麦と自分で点

てたお茶は絶品でした。 

土日祝：宇都宮餃子祭り、日光、東京秋葉原、富士山

などに出掛けたりとそれぞれホストファミリーと。最終

日は日光観光へ。大好評だった足湯体験→華厳の滝→日

光江戸村で水芸や忍者屋敷などを自由に散策。夜は市役

所レストランでお別れ会。生徒達はホストファミリーに

感謝の気持ちを日本語で伝えてくれ、その間も涙あり笑

いありで滞在を大いに楽しんでくれたようです。最後は

全員で「オー・シャンゼリゼ」を日本語で歌ってくれま

した。 

あっという間の滞在期間でしたが、私達に姉妹都市交

流の楽しさを再認識させてくれた 11日間となりました。

ホストファミリーの皆さま、実行委員の皆さま、ご協力

頂いた皆々様ありがとうございました。 

 

オルレアン市への青少年派遣 

ホームステイと学校体験、そして美術館めぐりと盛り沢山の研修でした！ 

丸山 秀彦 

 宇都宮市から

の受託事業とし

て、毎年実施し

ている姉妹都市

オルレアン市へ

の青少年派遣事

業ですが、募集

人員は 10 名で派遣期間は 11 月 18 日(金)から 27 日(日)

までの 10日間でした。 

今年も、昨年同様の女性 2名の派遣となりました。 

私達姉妹都市交流委員会で、早速実行委員を募集し、

５名の実行委員で、7月 11日(月)第 1回目の実行委員会

を開催し、説明会と 5 回の事前研修会を担当し事業の実

施に当たりました。 

応募された 2 名は事前研修会でのフランス語の研修に

も積極的で、パリでの自主研修についても、時間外に 2

名で打ち合わせをされたようで、とても頼もしい 2 名で

した。 

オルレアンでの学校体験やホームステイも初体験でし

たが、今年は 10月に宇都宮を訪れたオルレアンの高校生

と事前に交流する機会があり、現地で再開するなど、と

ても楽しかったと報告してくれました。ホストの家族と

も、ありのままの生活を体験し、ロワールの古城めぐり

を楽しんだり、日程後半のパリでは、オルセー、ルーブ

ル、オランジュリーの 3 つの美術館で世界遺産の名画を

鑑賞し、念願だったエッフェル塔のシャンパンフラッシ

ュもスマホに納め、今回の研修目的を十二分に達成して

帰国されました。 

2 名とも今回の研修を機に、引き続き国際交流の事業

に携わりたいと感想を述べられており、これからの活動

に大いに期待したいと思います。 
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ボジョレヌーヴォーを楽しむ会 2017 
和久 文彦 

今年の宇都宮市国際交流協会主催第 2回「ボジョレヌ

ヴォーを楽しむ会」は、例年通り 11月 17 日（木）に昨

年の東武ホテルから駅東口にあるＡＰＡホテル 10 階の

ロイヤルホールに移し、80名以上の皆様をお迎えして、

多忙の佐藤市長はじめ来賓の方々の祝辞をいただき、

「ボジョレヌヴォー」の乾杯で楽しい時間がスタートし

ました。 

昨年度はジャズバンドが目玉となりましたが、今年度

は丸山理事の紹介で、シャンソン歌手の小高さん、キー

ボードは大山さんにお願いすることができ目玉も定ま

り、いよいよプログラムの中身の作成にかかりました。 

 「東京オリンピック」でも言われた「おもてなし」を

目指して、委員皆さんの色々な意見を問題解決に変えて

決算の見込みが立ったのは 4 日前の 10 回目の実行委員

会でした。ここまでしっかり実行委員会の記録を取って

いただき方向がチェックできたのは UCIA の粂川さんの

おかげです。17日当日は会場のデコレーション、リハー

サルと準備完了したのは、開宴の１時間前！「これでイ

インカイ？」などと言われそうです。 

ワインは提供先の大橋専務さんよりボジョレー地方

のグレードの高い当日のワインの話、次は当然シャンソ 

ンの夕べとなり、料理にワインにシャンソンと 3 拍子そ

ろい、最後は福引となり、ハワイの旅行券はありません

が、企業様提供のワイン、ゴルフボール、ワインナイフ

等が思わぬ年末の贈り物となり、会場は大盛り上がり、

発表されるたびにため息とチケット半券を握りしめた

大きな拍手にどよめきました。 

来場者の皆様方の笑顔で、「また来年もお願いね！」

との言葉を受け、皆様の家路？への姿を見送りました。

ついに終わった！6 月から 5 カ月間、10 回の会合を重ね

てやっと実施できました。｢おもてなし｣は完璧でなくと

も、皆様の気持ち溢れたチームワークは完璧でした。皆

さんブレマン・メルシーボクー！ 

 

もっと知りたい！フランス文化セミナー 
阿久津 佳子 

海外を旅するとき、その国の言葉で挨拶やお礼が言え

たら、きっと相手の方も温かい気持ちと笑顔をもって下

さることでしょう。Bonjour や Merci から始まって、

素敵な交流ができる機会や、2020 年のオリンピック開催

を前に何か役に立てることもあるかもしれません?!言

葉と一緒にフランスについてもっと色々知れたら…、そ

んな気持ちでセミナーに参加しました。 

4 月からの仏語入門講座の講師でもある、ギヨム先生

の日本語も流暢な面白!トークで、歴史秘話・生活習慣

や行事・教育制度などに触れることができます。Bise

の挨拶マナーやジェスチャーの意味も、いざ!?という時

にきっと役立つことでしょう。受講者、スタッフの皆さ

んともフランス好きな方ばかりで、質問も交えながら和

やかに魅力的な 5回の講座が進みます。 

Ça va?  Ça va... 先生の楽しいお人柄と豊富な知識

に引き込まれながら、話の中に出てくる言葉も自然に覚

えられ、もっと話せたら楽しいだろうなぁと感じるばか

りです。 

 

またセミナーの魅力は体験型で楽しめるところでも

あります。ボルドーやブルゴーニュの赤・白ワイン、牛・

羊・山羊のチーズを色・香り・味を比べながらテイステ

ィングし、「どれが好き？」とお喋りしながら基本的な

知識を学び、北西部ブルターニュ地方のガレットという

そば粉のクレープを、和気あいあい調理して美味しく頂

きました。それぞれ魅力ある内容がたっぷり盛り込まれ

ていて、最終回後のランチ企画まで全てを堪能しまし

た。 

入門講座でもabcから文法、会話のフレーズも練習し、

クイズ形式で歴史や文化など、ネイティブの先生ならで

はの内容をお話頂けるので、毎回きっと新鮮な驚きと発

見の連続でしょう。 

それぞれの夢に向かって、Bon voyage!! 
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世界の絵本を楽しもう！  
 熊倉 シゲ子 

 11月 27日（日）13：30～15：30、宇都宮市東図書館 2 階集会室において、第 7回目の「世界の絵本を楽しもう！」

が開催されました。子どもやその保護者等来客者は計 130名、協力者 24 名で集会室も熱気でいっぱいでした。対象

国（言語）は、インド（ヒンディー語）、フランス（フランス語）、アメリカ（英語）、スウェーデン（スウェー

デン語）、メキシコ（スペイン語）、台湾（中国語）の 6 か国でした。事前にリハーサルを何度も行い、当日も入

念に絵本や国の説明等を練習して臨みました。 

未就学児の子ども達がたくさん参加してくれ、どんなお話が飛び出すのか興味津々で絵本を見つめている姿が印

象的でした。ストーリーが長い絵本や内容が少々難しい絵本には、日本語の説明を簡略化しましたが、子ども達の

興味を引いた絵本は、音の繰り返しや、簡単な言葉で内容がわかるものであり、絵本の選択に一工夫しなければな

らないと感じました。休憩時間の○×クイズや歌遊び、最後のピニャータ等は子ども達の歓声に包まれ、あっとい

う間の 2 時間でした。 

 

「世界の絵本を楽しもう！！」にご協

力いただいた 6 か国の皆様、日本語

ボランティアの方々、会場を貸して

くださった東図書館、託児でお世話

になった市オピニオンの皆様に感

謝申し上げます。 

 

バスツアー 
石原 聡 

12月 4日（日）、今年のバスツアーは御鎮座 400 年で話題の日光を散策する“裏日光ツアー”を開催しました。

有名どころの観光はスルーして、輪王寺での座禅体験と写経、お昼は精進料理と、まさに“仏教の教え”を体験出

来る内容に、初めての参加者が多くみられました。後半は外国人観光客に人気の滝尾神社から本宮神社までの本宮

を散策しました。ドイツから来た留学生は、翌週ドイツに帰国する前に参加出来て良かった。座禅と写経は心が穏

やかになりました。またやりたいですと話していました。 

 

                         

実行委員募集しています！ 

市国際交流協会事務局（石川）ま

でご連絡ください。 
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日本語学習支援ボランティア養成講座 

阿部 武 

日本語学習支援ボランティア養成講座は、市内在住の一

般の人達を対象とする日本語の教え方講座です。 

市からの委託事業として毎年開講されています。 

平成 28 年度の講座は、昨年の 5 月 7 日に開講されまし

た。9 か月に及ぶ長期の講座で、成人向けが 22 回、年少

者向けが 6 回、その他 5 回の計 33 回の授業が行われまし

た。最終回の 2 月 4日に修了式が行われ、所定の条件を満

たした 25名の方に修了証が授与されました。 

講座では、まず「みんなの日本語 初級 I 第 2 版」で

初級レベルの日本語文法と基本的な語彙を学び、その後宇

都宮市で生活する人向けの日本語会話や、年少者（小・中

学生）向けの日本語指導のあり方などについて学びまし

た。今回の講座では、2時間の模擬授業を 5 回も行うなど、

教え方の実習にも多くの時間が割かれました。私も模擬授

業は毎回拝見させていただきましたが、受講者の皆さんの

熱心に取り組んでいる姿が大変印象的でした。修了者の皆

さんに対して行ったアンケート調査によると、「日本語ボ

ランティアの活動がわかり、ボランティアしてみたいと思

った」方が 21名もおられました。 

また、内 20 名の方が協会での活動を希望されています。

ちなみに、希望教室の内訳は、成人向けの初級者クラスが 

11 名、小中学校での支援が 10 名、中高校生教室が 3 名で

した（重複有り）。今回新たに日本語支援ボランティアの

仲間入りをされた皆さんを歓迎するとともに、今後の活躍

を期待してエールを送りたいと思います。アンケートの講

座全体に対する評価では、回答者全員から「良かった」と

いう回答をいただきました。実行委員としてはうれしい評

価ですが、講義時間が短すぎるなどの指摘も寄せられてい

ます。今回いただいた要望や意見なども参考にさせていた

だきながら、次年度以降の講座ではさらに改善を進めてま

いります。ご支援のほどよろしくお願い致します。 

地球のステージ 

杉山 早苗 

平成 29 年 1 月 8 日（日）宇都宮市東市民活動センター

ホールにおいて当協会設立 20 周年記念事業国際理解コン

サートとして「地球のステージ」が開催されました。 

「地球のステージ」は、1996 年に始まった「映像と音楽

で世界の子どもたちの笑顔に近づこう」をテーマに、国際

協力の現場を現役の医師桑山氏が世界各国を巡り、紛争地

域などで診療する中で、肌で感じたことをもとに作詞・作

曲し、現地で撮影した写真や映像をとおして歌と語り、写

真とフルハイビジョン映像をシンクロさせて生の今の世

界の現状を伝える公演コンサートです。 

「地球のステージ」は１から 7 までありますが、今回は 

入門編と位置づけられる桑山氏が海外での活動を

始めたきっかけ、活動を通して考えたボランティ

アの意味などに触れる内容の「地球のステージ 1」＋

津波 6 年目（放浪編、フィリピン編・南米編映像、ガザ

50 日戦争編＋津波 6年目）の公演でした。 

オープニングは世界五大大陸の山々と美しい自

然の姿の壮大な映像と桑山氏の歌から始まり、放浪編

は学生時代から放浪の旅を始めた桑山氏が初めて

訪れたインドの映像から始まり、フィリピン編で

はボランティアとは無縁だった桑山氏が医師にな

って間もなく出かけたフィリピンで国際協力の道に

進むきっかけとなった少女ロエナスとの出会い、その

後、紛争地、ガザ 50 日戦争編、震災 3.11 津波 6 年  

目の映像へと続き、大画面の映像と桑山医師の歌と語

りで紛争、貧困、災害の中の人々や子供達の明るくたくま

しく生きる姿が映し出されていきました。全編桑山医師に

よる作詞、作曲のオリジナル曲が貫きフルハイビジョンの

映像が心にすっと入り、頭ではなく心で感じる世界理解講

座となりました。それとともに皆さんが世界に目を向け世

界の広さとともに自分の在り方を静かに問う時間にもな

ったと思います。この公演を機に私たちのできる範囲での

交際協力、国際理解を考えて頂けたらと思います。 

また機会があれば「地球のステージ」２～７も是非公演し

て頂きたいです。 
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〒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。 

お知らせ 

◆今後の事業予定◆ 
○外国人のための日本語教室（通年） 

○外国語講座（4月開講） 

○ファインフィールドフェスティバル（4月 22日～23日） 

○フェスタｍｙ宇都宮 2017国際交流ひろば（5月 21日） 

○アフリカ音楽コンサート（8 月 20日） 

○オークランド市への中学生・高校生派遣（7月）、タルサ市への中学生派遣（3月） 

○タルサ（6月）・オルレアン（秋）からの訪問団受入 

○オルレアン市からのインターンシップ生受入（6 月） 

○国際交流サロン（4 月から毎月第 4 土曜日に変更） 

○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） 

◎協会設立２０周年記念事業概要（予定）のお知らせ◎ 

 

 宇都宮市国際交流協会の設立２０周年を記念しました記念事業を下記のとおり開催する予定です。 

 まだまだ準備段階ではございますが、今後、具体的な内容等が決まり次第、皆様にもご案内させてい

ただきますのでどうぞご期待ください。 

 

記 

 

期日：平成２９年９月３０日（土）１０：００～１５：００ 

会場：バンバひろば及びうつのみや表参道スクエア５・６階 

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 

 

mailto:ukokukyo@cocoa.ocn.ne.jp

