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協会設立２０周年記念事業 記念イベント開催しました！ 
記念事業イベント委員会 委員長 山口 由紀子 

   

 

                        

 平成２９年９月３０日（土）、男体雷太鼓の合図と秋山光庸実行委員長の開会宣言で協会設立２０周年記念

イベントが開会しました。「協会設立２０周年記念のお祭りです。皆様一緒にたのしみましょう。」との臼井

理事長のあいさつに続き、「とちおとめ２５」の歌とダンスが始まると会場は一気に盛り上がりをみせて、歓

声、手拍子、踊りだす若者も見られ、しばらくはその興奮が冷めない様子でした。そんな中、佐藤宇都宮市

長がご来場されました。祝辞を述べられた後に、ひと休みしていただく間に抹茶をさしあげ、また小走りに

次の会場へと、本当にお忙しそうでした。 

 バンバひろばのイベント会場内では、会員のお子様たちが雷様剣士ダイジの握手＆写真撮影会の整理券の

配布やスタンプラリーの案内など、一所懸命にお手伝いをしていました。 

 雷様剣士ダイジの握手＆写真撮影会には５０組以上の列ができ、ステージのダイジは、とても素敵でした。

模擬店ではスタンプラリーでゲットした飲食引換券で買い物を楽しんでいるお子様たち、またワールドカフ

ェテリアのテントの中では、フィリピンの主婦が日本人と日本の将棋の対戦をしている光景なども見られま

した。 

 うつのみや表参道スクエア５階の会場では、「世界の子ども遊び」や「世界の絵本読み聞かせ」、「２０年の

歩みをパネルで紹介」が催され、ペルーの小学４年生は楽しくて５階から離れられなかったとか。日本語委

員会としては初めての試みである、「外国人による日本語スピーチ」の発表会には１０名の外国人が参加し、

原稿を横目で見ながらも頑張っていました。司会者の質問にうまく答えられず無言になってしまう場面もあ

り、机上での学習では得ることのできない、良い経験ができたのではないでしょうか。 

 中国の柳琴の演奏や外国人の浴衣披露や帯結びの披露、ペルーの子どもたちによる民族ダンス、アフリカ

音楽のパフォーマンスが行われ、フィナーレは「よさこいダンサーズ」と一緒に「和楽踊り」。輪がだんだん

大きくなって閉会。秋山実行委員長とともに２０名の実行委員が、昨年９月から企画、検討、準備を重ねて

まいりました。事故もなく、楽しく２０周年イベントを終えることができましたのも、当日それぞれの役割

担当でご協力いただいた約１００名の実行委員や協力者の皆様のご協力のおかげと感謝しております。あり

がとうございました。 

▲佐藤市長・渡辺市議会議長からのご祝辞＆臼井理事長のご挨拶 ▲とちまるくん＆ミヤリーちゃんも応援に！ 

▲男体雷太鼓でオープニング！ ▲スペシャルイベント！とちおとめ２５のライブショー！ 
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▲外国人スピーチ発表会         ▲中国・柳琴演奏 

▲雷様剣士ダイジ 握手＆写真撮影会 

▲子どもたちによるペルーの民族ダンス 

▲外国人浴衣着付け体験 

◀ 最後はみんなで和楽踊り 

▲ワールドカフェテリアや世界各国の模擬店で異文化体験 

世界の絵本読み聞かせ・

世界の子ども遊び・ 

展示コーナー 

＆ 

２０年の歩みをパネルで

紹介コーナー 20年の歩みをパネルで紹介 

平成 29年 9月 23日（土）～10月 7日（土） 
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半田 昌弘 

第３回目になるアフリカ音楽コンサートを８月２０日

（日）に宇都宮市東市民活動センターにて開催しました。 

今回は協会設立２０周年記念事業の一環として、将来

の国際交流の主役となる子供達の参加を多く呼びかけ、

約２００人の親子を中心とした家族連れの参加をいただ

きました。 

当日は１０時に協会会員のボランティアが集合して受

付・案内・舞台・接待の準備を開始し、１１時には全員

でバンドの出迎えをいたしました。 

演奏してくれたのは、コンゴ民主共和国やコートジボ

アールなど出身のアフリカ音楽集団「ムクナ・バンド」、

彼らには３回目の宇都宮公演でもあります。到着後すぐ

に楽器や音響のセッティングをしてリハーサルを開始

し、我々協会の意向も汲み取って、今回の宇都宮バージ

ョンのステージ進行が組み立てられていきます。 

そして、リハーサルが完了すれば、会場に観客入場で

すが、受付開始前には十数人の方々が並んでいました。

さて、元気な子供達の声が響いている入場時でしたが、

観客席の照明が落ちて、舞台にスポットライトが当たれ

ば、期待を込めた静寂に包まれます。そんな中、太鼓の

リズムと力強い掛け声、そして派手なアフリカ衣装をま

とった５人組の登場です。そのまま彼らのステージが始

まり、初めて出会うアフリカ音楽のリズム・響き・勇ま

しさ、そして優しさに、みんなが圧倒されていました。 

続いての場面は、多くの子供達をステージに上げて一

緒に合奏、事前に打楽器持参を呼びかけたので、多くの

方が観客席でも一緒になってアフリカ音楽のリズムを体

感し、さらにアフリカの遊びも楽しみました。そして最

後は、会場全員でアフリカンダンスを踊ります。 

 

踊りと歌は「生きること」「生かされていること」全

てに感謝することだという、人類の原点であるアフリカ

の魂を、それぞれが身体で表現して、盛り上がったまま、

ステージはお開きになりました。 

今回のアフリカコンサートを通じて、「アフリカを理

解し、将来においては世界の様々な国を理解して、やが

ては世界平和につながること」を願う我々スタッフ一同

の気持ちが、参加者全員に伝わるイベントだったと感じ

ました。 

 
杉本 恵子 

昨年秋には、高校生２３名が１１日間、一昨年秋は剣

道愛好者の皆さん１３名が１０日間、フランスの姉妹都

市オルレアン市から来宇しました。 

どちらのプログラムもホストファミリーの皆さんには

送迎をお願いしました。でも、小さいお子さんがいたり、

お仕事をしているご家族は、毎日送迎するということは

ちょっと大変ですね。 

受け入れの際には、ホストファミリー同志連絡を取り

あって、お近くの方で頼んだりして、無事済んだのです

が、事前に仲良くなっていたら、もっとたくさんの家庭

で受け入れを楽しんでもらえるのかなと思い、２０周年

記念の冠事業として情報交換＆交流会を５月２１日（日）

に開くことにしました。 

夏にはタルサ市から訪問団(残念ながら中止になって

しまいましたが)、秋にはオルレアン市からの日仏交流協

会訪問団が予定されていたので、その前に、そして、フ

ェスタｍｙ宇都宮にも来てもらいたい、との事でフェス

タ終了後、サウスアベニューストアで開催しました。 

当日は、今年入会されたご家族も参加、インターン中

のフランスのレオ君も参加。 

自己紹介の後は、じゃんけんゲームで世界のお土産を

ゲット。楽しく和やかに過ごすことができ、お互いのこ

とを知りあう良い機会になりました。この秋のオルレア

ン市からの日仏交流協会訪問団の受け入れの際は、ご近

所にお住いの方で協力しあい、無事に済んだようです。 

これからも、たくさんの皆さんがホームステイを通し

て、広い世界を感じ、楽しんでいただけたら嬉しいです。 
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オークランド市への中学生派遣 
和久 文彦 

今年の春に２８年度の中学生をオークランドに派遣

したら、今年度の２９回目の派遣は８月１７日から２３

日の日程で実施するとの事で、バタバタと４月には準備

を始め６月には事前説明会を実施することになりまし

た。もちろん、関係各位のご協力でそれまでに面接実施

や相手先マヌレワ高校との連絡で国際交流プラザの

方々はプラン作りで今春は大忙しであったろうと思い

ます。 

 そのプランを受けて実行委員会は５月より準備を開

始して、慌ただしく６月１８日より５回の事前研修の準

備と実施となり、結団式には市長にも出席していただ

き、８月１７日には市の引率者３名と１９名をご父兄と

もどもにバスを見送り、２３日には元気な１９名を市役

所前で出迎えることができました。その後帰国報告会を

副市長に行い、報告書の作成も９月末には完了しまし

た。 

先日ある会合で、前に座った方が、小生が市国際交流

協会のメンバーと知ると、「長女が数年前にこのプログ

ラムに中学２年で参加させていただき、帰国すると今ま

では引っ込み思案で積極性に欠けた娘だったはずなの

に、急に、もっと自由に考えたい、もっと自由に行動し

たいと言いだし、自分で県外の高校を探して、結局湘南 

にある大学付

属の高校を選

択して、今は寮

生活を送って

生活を楽しん

でおり、数年前

では想像もで

きない娘にな

りました。父親

としては少々寂しくもありますが、娘が成長をしていく

のは、またうれしくもあります。」と実行委員にとって

は励みになるお話を伺うことができました。  

 

 慌ただしい出発準備の中で、若き参加者は、未知との

遭遇の連続の中、どのように対応しようかともがいてい

る中で、我々の事前研修が一つの解決策になったのでは

ないかと自負しています。 

また一方では｢住めば愉快だ宇都宮｣と大人への勧誘

が多いが、この街自身が子供達の幼卵期から大きく羽ば

たくベースとなり、自然に古巣に帰ってくるような魅力

ある街として、我々の準備が若き旅人に何らかのスプリ

ングボードになることを願っております。 

オークランド市への高校生派遣 
丸山 秀彦 

市からの受託事業として、今年で２７回目となるオー

クランド市への高校生派遣事業（７月２８日～８月５

日）を今年も実施いたしました。 

面接選考の結果、男子１名、女子９名の１０名が今年

の派遣生でした。担当した私達実行委員でも、最初は大

丈夫かと心配しましたが、６月から７月にかけての５回

の事前研修でも、今年は大変な猛暑続きのなかでした

が、各自役割分担もスムーズに行われ、今年から初めて

サポートすることとなった引率の森恭子さんの適切な

指導もあって、笑顔の絶えない順調な滑り出しでした。 

 オークランドでは、受け入れ先のマヌレワ高校の生徒

の家庭にホームステイしながら、学校での授業にも参

加、体験し、市内見学時の水族館ではペンギンさんと対

面したり博物館では、第２次大戦中の日本の零戦と対面

したり、多くの体験をして、研修生には楽しい研修にな

ったようでした。 

帰国報告会では、手塚英和副市長から、ひとり一人質

問を受け、とまどいながらも、学校生活での日本との違

いに驚いたり感心したり、もう少し派遣期間が欲しかっ

たとか、心配だった英会話が通じた時には本当にうれし

かった！と。 

そして引率の森さんからは、「研修生の皆さんが積極

的に行動され、素晴らしい体験が出来て本当に良かっ

た。みんな無事に帰国できて、ほっとしています。」と

の報告があり、われわれ事前研修を担当したひとりとし

ても、この派遣研修が、益々充実発展できるよう、期待

したいと感じたところです。 

１０名の研修生の皆さんも、研修で覚えたマオリの唄

「ポカレカレ アナ」も忘れないでください。そして今

回の研修参加を

契機として、これ

から、さらに世界

に目を向け、大き

く羽ばたいて巣

立っていってく

ださい。 
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オルレアン市からのインターンシップ生受入 
中村 博政 

「今度、ホームステイあ

るけど、どうする？」 

毎回ホストファミリーと

して、ホームステイの学生

たちを受け入れる前はこん

な会話から始まります。受

け入れが決まると、どこを

案内しようか？などと思案

が始まり、そして何が好き

で何をしたいのか考えてい

るうちに、だんだん楽しく

なってくるのです。 

 

「初めまして。ロレナ・ジュベーと申します。」想像

以上に流暢な日本語であいさつされたので大変驚きま

した。彼女は一か月間、我が家で家族として過ごしまし

た。その間、ちょっとした言葉遣いの違いや日本特有の

作法などを知ると、大変興味深く、また真剣に学び取ろ

うとしていました。今回はインターンシップの大学生が

来るということで宇都宮市、商工会議所、UCIAの受け入

れ態勢も準備万端でカリキュラムも豊富、スケジュール

も寸分の隙もなく埋まっていました。 

 

彼女はそれを楽しみなが

ら宇都宮の文化と歴史や商

工会議所の仕事を学んでい

ました。とても人柄がよい

彼女は皆さんに親しまれた

ようで、帰宅すると上司や

同僚の話をたくさんしてく

れました。 

 週末は彼女からリクエス

トがあった足利学校や夏祭

りに一緒に行き、日本の文

化に触れ、楽しく過ごしま

した。そうしてあっという

間にホストの期間が過ぎました。 

宇都宮を去る時には、ここで過ごした間に学んだ知識

と経験により、日本語と作法に磨きがかかり、日本人よ

り日本人らしい振る舞いが身に付いていて嬉しく思い

ました。 

彼女のような人を通じてオルレアンと宇都宮が更に

交流を深めていく事を期待したいです。 

 

今年もやりました！宮っこよさこい 
吉田 しのぶ 

８月６日、ＵＣＩＡ恒例の「宮まつり・宮っこよさこ

い」は、これまでで最多の６２名の参加者を迎え、おそ

ろいの赤い法被と黄色いタスキで、夏の大通りを大いに

盛り上げました。参加者が予想より多くなったため、昨

年から法被を追加していただき、なんとか間に合わせる

ことができました。 

 今年の特徴としては、家族ぐるみの参加者が多かった

こと、またリピーターが多くなり、それだけに踊りの技

術も向上して、「一糸乱れぬ」とは行かないまでもみん

な自信たっぷり、堂々と踊ってくれました。「今年が一

番上手だった」と指導者は自画自賛（？） 

先導のプラカード持ちはインドと台湾の方にお願い

したのですが、初めは恥ずかしがっていたのに次第に気

合が入って、リズムに合わせてステップを踏みながら先

導してくれました。３人とも「良い経験ができた」と大

いに楽しんだ様子でした。 

 残念なことは、昨年より外国人の参加者が少なかった

こと。来年はもっと宣伝に力を入れて、大勢の外国人に

日本の「まつり」を体験していただきたいと思います。 

 参加者の皆さん、ありがとうございました。 
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施設工場見学会（筑波宇宙センター・牛久大仏・キリンビール） 

                                           枝 典男 
 

 

７時に宇都宮大学を出発したバスは北関東道及び常磐

道を通り約２時半で筑波の筑波宇宙センターに到着しま

した。筑波宇宙センターは筑波研究学園都市の一画にあ

り、日本で最大規模の宇宙航空開発施設で、１９７２年に

開設しました。まずロケット広場にある５０Ｍもある巨大

な本物のＨ－Ⅱロケットが我々を迎えてくれました。大き

さと迫力に皆圧倒されていたようです。 

 

宇宙センターのガイドの方に案内していただき、まずセ

ンターの紹介ビデオをみました。これで概要を理解した

後、スペースドームに入り、実物大の人工衛星や本物のロ

ケットエンジン、「きぼう」日本実験棟の実物大モデルな

どを間近で見ることができました。 

また「きぼう」を実際に運用管理している管制室を見学

することができました。   

次に宇宙飛行士トレーニング施設に行き、実際の宇宙飛

行士が身に着ける宇宙服を見ることができました。 

 

そして宇宙センタ

ー内の社員食堂で

昼食を頂いた後、セ

ンター内の売店に

行き、宇宙食等をお

土産に買いました。

アイスクリームの

宇宙食が名物の一

つのようでした。 

 

バスで牛久市にある大仏

に移動しました。牛久大仏

（うしくだいぶつ、正式名

称：牛久阿弥陀大佛）は、

ブロンズ（青銅）製大仏立

像で、全高１２０m（像高１

００m、台座２０m）あり、

立像の高さは世界で３番目

ですが、ブロンズ立像とし

ては世界最大の仏像であ

り、ギネスブックに登録されています。浄土真宗東本願寺

派本山東本願寺により１９９２年１２月に完成しました。

エレベーターで地上８５ｍの展望台に上がることができ、

下の美しい庭園を眺めることもできました。 

 

次に行ったのは取手市にあるキリンビール取手工場で

す。まず工場の紹介ビデオを見た後、工場内で造っている

主力商品である一番搾りの製造工程に従って見学しまし

た。工程は「麦芽製造」→「糖化」→「麦汁ろ過」→「煮

沸」→「発酵」→「貯蔵・ろ過」→「パッケージング」と

なっており、途中で一番搾りの麦汁と２番搾りの麦汁の試

飲ができ、一番搾りの色、味の違いを堪能することができ

ました。これはまだアルコールが含まれていないのでお子

さんでも試飲できるとのことです。また、仕込まれる実際

の麦芽を試食でき、この苦みを味わう事ができました。ホ

ップの香りもかぐことができ、いつも飲んでいるビールの

造り方が大変良くわかりました。最後に（これが一番のお

目当ての方もいたかと思いますが）、工場のとても綺麗な

レストランで３種類のビールを味わう事ができました。造

り立てのビールであり、また天気も良く暑い日だったこと

もあり、とてもおいしく頂きました。 

帰りのバスの中では

ハーモニカの演奏や全

員での合唱もあり、一日

楽しく過ごすことがで

きました。 

                        

７月１１日（火）に恒例の施設工場見学会を外国人１６名、日本人３８名の総勢５４名で筑波宇宙センター、牛

久大仏及びキリンビール取手工場で実施しました。 

参加した外国人の方は、市内在住の外国人や中国・タイ・韓国・ネパール・ケニア・ガーナ・バングラデシュ・

インドからの留学生でした。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BB%8F
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夏休みふれあい集中日本語教室 

高橋 惠子 

外国にルーツを持つ小

学生・中学生のための「夏

休みふれあい集中日本語

教室」が、７月２４日か

ら８月１０日まで今年も

開催され、９回目となる

この日本語教室に、夏休み中の子供達が、１０日間休む

ことなく通ってきました。 

 うつのみや表参道スクエアの多目的ホールで、１６人

の子供達は、学年及び日本語力により、８つのグループ

に分かれ、それぞれに日本語学習が進められました。 

 日本に来たばかりでひらがながやっと読めるグルー

プ。ひらがな・カタカナの読み書きができるグループ。

読み書きはできるけど会話まではなかなか難しいグル

ープ。文章が書けるよ！！というグループなどなど。 

私達２３名の支援者達はローテーションを組み、日本

語力が少しでも向上するようにと願い、悩み、さまざま

な工夫をしながら、子供達に向き合いました。 

 開講式では自分の名前を言うだけで精一杯だった子

供が、保護者も出席しての閉講式には、はずかしがるも

のの、覚えた言葉をスラスラ言えるようになりました。

また、グループで考えたことを協力しあって発表した

り、作文を書いて読んだり、日本の好きな歌を歌ったり

と、それぞれが進歩、成長を見せてくれました。 

 最終日に見せてく

れる子供達の笑顔は、

支援者達の１０日間

が報われた気持ちに

してくれるのでした。 

 

 

 
2017 年 11 月 15 日 第 60 号 

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。 

○●○ 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 

 

 

 
 

 

 

 

                        

 

 
 

NPO 法人宇都宮市国際交流協会 
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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   

◆今年度（１１月以降）事業概要◆ 
○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） 

○世界の絵本を楽しもう（11月 26日） 

○日本料理教室（12月 10 日） 

○世界料理教室（3月頃を予定） 

○バスツアー（2月頃を予定） 

○日本文化ふれあいの会（2月 18日） 

○タルサ市への中学生派遣（3 月 24日～30日） 

○国際交流サロン（毎月第 4土曜日）  

様々な国際交流の
に参

加できます。 。 

奇数月に情報誌を
お送りします。 

mailto:ukokukyo@cocoa.ocn.ne.jp

