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UCIA 施設工場見学会 in 那須 
実行委員 枝 典男 

今年の施設工場見学会は那須で、例年より早い梅雨明

けのため７月上旬にもかかわらず、とても暑い日でし

た。１３名の留学生を含め８ヶ国３９名が参加しまし

た。 

まず、ブリヂストン那須工場で、工場紹介のビデオを

見た後、自動車のタイヤが作られる工程を見、工程から

出てきた熱いタイヤを触って、タイヤの品質が変化して

ゆくことを実際に確認することができました。またＸ線

によりすべてのタイヤが検査され安全なタイヤのみが

出荷される事がわかりました。廃タイヤを再生して燃料

とする焼却発電設備を日本で初めて導入しており、環境

に十分な配慮がされていました。 

次に、那須野が原博物館に行き、那須疎水について地

元のガイドの方から詳しい説明をして頂きました。那須

疎水は当時のお金で１０万円、今のお金で７０億円もか

かった壮大な事業で、全く水がなく米が作れなかった那

須野が原に水を引き、米が作れるようになり、今の那須 

の発展につながっています。那須疎水は日本の３大疎水 

の一つであり、今年“明治貴族が描いた未来～那須野が

原開拓浪漫潭（ろまんたん）～”が日本遺産に登録され、

那須疎水もこれに含まれています。 

次は株式会社夢創造で、ここでは地元の温泉水を使っ

て“温泉とらふぐ”を飼育し、温かい温泉水のため海水

飼育よりも早く、１年で出荷することができ、栃木県や

東京のレストランに提供されています。 

次は馬頭町の龍門の滝に行き、若い留学生はとても楽

しんでいました。そのあと島崎酒造の酒が保存されてい

る洞窟に行き、ここはとても涼しく、暑い外から入った

のでとても快適でした。洞窟の中においてある酒は１本

百万円もするものもあるそうです。本店ではお酒や甘酒

を試飲することができました。 

今回はとても暑いので熱中症にならないか心配して

いましたが、皆元気で色々な国の人と話をしたり、一緒

に遊んだりすることができ、互いの国の違い、共通点な

どを感じることができ、有意義な一日でした。 

  

 

                        

 

島崎酒造・洞窟にて 

 
龍門の滝にて 

 
ブリヂストンでの記念撮影 
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ふるさと宮まつり・よさこい踊り 
実行委員長 吉田 しのぶ 

私たちＵＣＩＡのよさこいチームは、今年も宮祭りの

最後を飾る「よさこい踊り」に参加して大いに存在感を

アピールしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＣＩＡのよさこいチームの特徴は、幼稚園のお子さ

んから７０歳代のベテランまでバラエティーに富んでい

ることでしょう。みなさん踊りが大好きで、ＵＣＩＡの

ロゴ入りの真っ赤な法被に黄色いタスキを結んだ華やか

な衣装、音楽が鳴り始めるまでは緊張した面持ちでも、

始まるとすぐにリラックスして、にこにこ笑顔で踊り始

めます。 

今年は現役の高校生が初参加、さすがに若さいっぱい

の見事な踊りをみせてくれました。また、小学生、幼稚

園生のお子さんたちも、一人前の顔をして一生懸命可愛 

い踊りを披露、それに負けじと、７０歳代のベテラン

勢もがんばります。 

踊りの合間の給水タイムには、日本語クラスで勉強

している李さんもスタッフとして参加してくれて、

「日本の伝統行事に参加できて、いい思い出になりま

した」と喜んでいました。 

メンバーが一番嬉しいのは、沿道の観客からの声援

です。とくに知り合いの人たちがわざわざ応援に来て

くれて、拍手で迎えてくれると、疲れも吹き飛んでま

すます張り切ってしまいます。 

特別暑かった今年の宮まつり、大汗かいてくたくた

に疲れたけれど、皆さんの胸には忘れられないよい思

い出が残ったことでしょう。   （参加人数２５名） 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

外国人のための総合相談 

英語担当 相談員 井藤 廣志～相談員さんの笑顔から見える想い・希望～        

私は、世界同時不況が勃発した直後の２００８年１１

月から国際交流プラザの外国人相談業務に従事してい

る。当時と比べると、現在、相談内容は外国籍住民の定

住化の進展に伴い多様化し、かつ、対応に高度の専門的

知識を要する案件が増加している。また、相談者の国籍

も人の移動のダイナミックなグローバル化に伴い多様化

している。  

外国人相談員の職務は、相談者の当面の問題を解決す

ることに尽きない。外国籍住民に持てるポテンシャルを

十全に実現して輝いてもらうことがその究極の使命であ

る、と私は考えている。そのための課題をここで以下の

通り整理しておきたい。 

⑴労働市場への統合に留まらない、分野横断的、ホリス

ティックな移民の統合政策を様々なステークホールダー

と連携して推進する必要がある。世界の移民総数は２億

５千８百万人(IOM, Global Migration Indicators Report 

2018 )。そのような統合政策が着実に推進されれば、２

０１６年の試算では、世界の経済産出量は最大 1 兆億ド

ル 増 大 す る と も い わ れ て い る (Mckinsey Global 

Institute, People on the Move: Global Migration’s 

Impact and Opportunity, 2016)。また、移民の「幸

福度」も高まるだろう(UN Sustainable Development 

Solutions Network, World Happiness Report 2018; 

Migration Policy Group, How the Intercultural 

Integration Approach Leads to a Better Quality of 

Life in Diverse Cities, 2018) 。 

⑵「多文化共生」専門職に必要とされる知識と技能を

整理して作成されたカリキュラムに従って人材を養

成する。 

⑶外国籍の人は困ったときには、一般に、家族、職場

の同僚、友人など身近な人に相談する。身近なところ

で相談に乗ったり、正確な情報の提供ができる人を増

やしていくことも課題である。 

                         

 

優しい笑顔の井藤さん！ 
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結団式にて佐藤市長と記念撮影 

オークランド高校生派遣事業 
実行委員長  和久 文彦 

昨年の夏のオークランド市への派遣生１０名のうち８

名が室内に入ってきた、１年ぶりに見る顔である。前年度

の派遣生には今年度の派遣生から昨年のホームステイや

学校生活に関して直接先輩に質問してもらう等ガイダン

スの一環としてお手伝いに来てもらいました。 

この前年度派遣生との懇談はこの数年来実施しており、

事前準備として評判がよく、これから出発する派遣生には

心強い説明ばかりである。それにしても出発前は、なんと

なく頼りなさもあった８名だが、堂々と自分の意見をい

い、指導している姿は

やはり体験が自信に

つながったものと確

信させるものがあり

ました。 

市よりの委託事業

としてプラザの指導

と協力の下、関われる

ことは我々の名誉で

あり、また楽しいこと

でもあります。帰国した派遣生の元気一杯の顔を見ること

で苦労が報われる思いです。 

願わくは、もっと多くの実行委員の方々にこの喜びを

共有したいところであり、語学に関係なく、興味ある

方には事務局に連絡をいただき、この事業にご参加い

ただければ幸いです。 

現在世間ではＥＱ行動特性として、前に踏み出す力、

考え抜く力、チームで働く力の３つが社会人の基礎力

として注目されていますが、宇都宮市主催による中学

生、高校生の姉妹都市への派遣事業はこれを短期間で

助長するにはピッタリの事業と確信します。 

今年度も高校生がオークランドに出発して無事元気

に帰国しました。写

真をご覧ください。

高校生そのままの姿

ですが、見て体験し

たものは写真には表

れにくいものです。

彼らとの再会は来年

になりますが、どの

ような大人に成長し

ているのか楽しみで

す。 

オークランド中学生派遣事業 
副実行委員長  丸山 秀彦                              

今年も、オークランド市への中学２年生の体験学習生派

遣事業、市からの受託事業として姉妹都市交流委員会のメ

ンバーから実行委員を募って、無事実施することが出来ま

した。 

今年の夏は例年にない猛暑続きの暑い暑い夏でした。 

事前研修を担当する第１回目の実行委員会を開いたの

は５月２２日でした。それから最後に報告書が出来上がっ

たのは１０月３１日と言う長丁場の事業でした。例年のこ

とですが、事前研修は、土、日でしたので、実行委員の皆

さんには、暑い中、本当にご苦労様でした。 

無事事前研修を終えて、オークランドへ旅立ったのは、

猛暑続きの７月、訪問したＮＺは真冬という皮肉な季節で

したが、派遣生の皆さん、オークランドではホームステイ、

学校訪問で授業体験、そしてスカイタワーや先住民マオリ

の文化を見学できる博物館やペンギンと会える水族館な

どの施設見学を体験し、元気に帰国されました。 

帰国後の市長への報告会では、初めての多くの体験をし

てびっくりしたり感激したり、また、行きたい！そして、

これからは、国際交流関係の学校や仕事に就きたいとか、

生き生きと将来の抱負を語ってくれました。 

事前研修を始めた時は、恐る恐るの感じでしたが、５回

の研修を通して、わずか１週間の派遣期間でしたが、すっ

かり大きく成長した派遣生を見て、我々実行委員として 

も、本当に良かったと実感しているところです。 

 引率に当たった団長さんを初め引率の皆さんも、海

外でのこのような体験は、皆初めてのことで有意義な

体験が出来たと喜んでおられました。 

色々大変でしたでしょうが、ご苦労様でした。 

 来年からは、この事業についても、市としての見直

しが行われるようですが、このような時期だからこそ、

この派遣事業も益々充実発展させていただきたいと大

いに期待しているところです。 

                          

 

前年度派遣生との懇談 

 
帰国報告会にて 

佐藤市長と記念撮影 
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楽しく学ぶ様子 

夏休みふれあい教室 
日本語支援ボランティア  矢口 三子夫 

夏休みに入ってすぐの７月２３日～８月３日の１０日

間、外国にルーツを持つ小学生・中学生のための「日本

語教室」が、うつのみや表参道スクエアで例年通り開催

されました。 

小学生１４名、中学生５名の１９名が参加しました。

日本語支援者は３２名で、子供たちを１７のグループに

分けて、それぞれを担当しました。段階として、ひらが

な・カタカナの読み書きから教科書に沿った内容までを

ときには学習に沿ったゲームなども取り入れて楽しく勉

強している様子が伺えました。今回、担当した事例につ

いて紹介します。中学１年生で教 科 書にある古典文学 

「竹取物語」を理解する学習にチャレンジしました。そ

してそれを閉会式でみなさんの前で朗読しました。その

中で「…三寸ばかりなる人、いとうつくしうてゐたり…」

のイメージを小さなキューピーとお雛様で膨らませた発

表が終わって帰る時、近づいてきて「ありがとうござい

ます」と言ってくれました。 

日本語の学習に来た子供たちとふれあいを通して友達

になり、さらに支援者から教わることにより「分かった

や出来るようになった」を体験することで、夏休み後の

学校生活が楽しみになってくれたらと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

レベルアップ、ブラッシュアップ講座 
実行委員長 成原 文子 

日本語支援第一歩の養成講座「みんなの日本語初級Ⅰ」

を終えていざ支援を始めてみると、それだけでは研修が

足りないのでは…とチーフ会議での話し合いを基に平成

２８年１月から５回にわたり「みんなの日本語初級Ⅱ」

‘どうやって教える’をブラシュアップの名で開催しま

した。それを皮切りに、２８年度は前期１５回初級Ⅱの

レベルアップを、後期１２回中級Ⅰのブラッシュアップ

を開催しました。２９年度前期は１５回初級Ⅱレベルア

ップ、後期８回ブラッシュアップ講座を持ちました。 

このブラッシュアップには東京からも講師をお呼び

しました。そして今年３０年度は「副教材のより良い

使い方」というテーマで１０回レベルアップ講座を開

きました。 

今回３０名の募集に３０名の応募があり、意欲に燃

える人が大勢いる事を頼もしく思いました。３０名を

６グループに分け、各グループには、経験者と修了し

たばかりの人をうまく組み合わせ、意見をまとめるの

に良かったかなと思います。 

これからも支援していく上で必要な研修企画を立

てていきたいと実行委員一同考えております。 

学習者の為、自分の研鑽の為、いずれにしても今後

ともご参加いただける研修の場を持ちたいと考えて

いますので、ご協力お願いします。 

 

                        

 

閉講式の様子 

 
開講式の様子 

熱心に取り組む様子 
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Happy Halloween !! 

 

かぼちゃに夢中 

世界の絵本を楽しもう！！ 
実行委員長 阿部 早苗 

９月９日(日)宇都宮市立東図書館におきまして「世界

の絵本を楽しもう‼」を開催しました。８回目となる今回

は、会場の東図書館の都合により、例年行ってきました

１１月ではなく９月の開催となりました。日程変更によ

り、参加人数が激減するのではと心配もありましたが、

広報活動も年々パワーアップしていることもあり、今年

も子どもから大人まで、たくさんの方々が参加してくだ

さいました。 

 昨年まで絵本の紹介をする国は６ヶ国でしたが、今年

はスペイン・ネパール・アメリカ・ウクライナの４ヶ国

にしぼり、読み聞かせをするスペースも１箇所にまとめ、

さらに絵本の画像をプロジェクターで投影しながら読み

聞かせをし、読み手はマイクで声が確実に聞こえるよう

にするなど、内容も大幅に変更しました。初めて挑戦す

る事がらがとても多く、段取りなどもスムーズに行える

かどうか心配されましたが、ご協力いただきました東図

書館様、ネイティブの方々、ボランティアスタッフの方

々のご尽力により、大きな問題もなくイベントを終了す

ることができました。ありがとうございました。 

 また今回の新しい試みに関しまして、多くの方々から

「声がよく聞こえました」「絵本が遠くからでも見えて 

よかったです」など、嬉しいご感想をいただきました。

特にネイティブの方々の自国愛のこもった紹介や読

み聞かせはとても素晴らしく、真剣に聴いている子ど

もたちの表情はキラキラと輝いていました。 

来年度は、東図書館周辺の工事により同会場が使用

できないとのことで、南図書館での開催となる予定で

す。初めての会場になりますので、準備なども念入り

に行っていけたらと思います。 

ハロウィン 
参加者 新開 智彦                    

 

 

 

 

お盆を過ぎると徐々にオレンジ色に街が染まり始め、

１０月末には、毎年ニュースになるほど一般的になった

イベント（またはお祭り）の代名詞は、かぼちゃ（とコ

スプレ）です。 

今回の１０月２７日の国際交流サロンの集まりでは、

ハロウィンの装飾用にかぼちゃを彫って遊びました。参

加者は２２人で日本、カナダ、アメリカ、韓国、台湾な

どいろいろな国の人々が参加しました。子供が多かった

こともあり、ワイワイと盛り上がりながら作業が進みま

した。見たこともないような巨大なかぼちゃも含め、計

６体のジャック・オー・ランタンを作り、中にライトを

入れると正に本格的。 

 

 

 

 

実はかぼちゃを飾ったりコスプレをするのが一

般的になった理由は、ハロウィンのコスプレの発祥地

であるアメリカ人でもよく知らない、ということがあ

ります（実際に参加者のアメリカ人に聞いても知りま

せんでした）。ハロウィンの捉え方はヨーロッパとア

メリカでは異なっていたり、同じ北米でもアメリカと

メキシコで違います。様々な国の文化に触れ、文化の

違いを比較し、理解するのも面白いですね。 

                         

国際交流サロンは毎月第４土曜日１６時から１８時まで、国際交流プラザで開催しています。今回は、ハロウ

ィンということで、仮装をしてきてもらい、かぼちゃ（巨大）を使って、ジャック・オ・ランタンをつくりま

した。当日の様子を一部紹介します。 

 
皆さまと記念撮影！ 

 
真剣！！ 
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卒寿、英会話にはまって 

     実行委員  酒井 昭二 

ＵＣＩＡの英会話講座  れっつ  おもてなし in 

English は、“れっつ”“続れっつ”そして“続々れっつ”

の三段階で構成され、練達の日本人・外人講師陣により好

評のうち、ここ数年続いています。この間にあって不肖な

がら私は同講座指定コースの運営委員として、自身の勉強

を兼ねてこの数年参加し、受講者皆さまの英会話取得のサ

ポータ－を務めています。 

今般協会事務局から、高齢（９１歳）の私が今なお英会

話習得の現場にある思いを一文書いては・・・との声を戴

きましたので、以下駄文を書き連ねました。ご笑覧下され

ば幸甚です。  

先般下野新聞（７月１６日付）宇都宮版にＪＲ宇都宮駅

でのＵＳＧＧメンバーの観光ボランティアガイドの一員

として、はからずも私の事が記事になり、その活動動機が

いろいろ述べられていました。要約すれば、来訪外国人に

英会話による案内活動をする事が楽しいので、卒寿の私が

メンバーと共に月に数回の活動に参加しているというこ

とです。そこで何故楽しいかを振り返ってみますと、６０

歳代から今日までＵＣＩＡを始めとする、英会話習得の機

会を前向きな姿勢で過ごして来たことが現在の楽しさに

繋がったからと思います。そこで現在れっつ各講座受講中

の皆様におこがましくも先輩づらして、受講に際してのア

ドバイスを２・３のべさせていただきます。 

➊予習をしっかりしてくる。教室では意味・発音を含め、

それを確かめ必要なら修正し納得する。それが自信となり 

身についた英語力となっていくと思います。なお 余裕が

有ればＮＨＫラジオ英会話講座などを大いに活用する。 

❷教室では積極的に会話練習（コミュニケーション）に参

加する。ひたむきに・楽しく興味を失わずに・・・ 

❸日常生活面で、英語で話す機会を求める。ただし我流に

陥らないように正しい表現と発音に留意する。 

❹発音記号（a phonetic symbols）を習得する。正しい発

音・・・発音の強弱のポイント、音調の抑揚（intonation）  

に留意して、会話を練習する。㊟これらに慣れてくると相

手の外国人が、時には 「オッ お主（ぬし）やるな！ you 

speak good English」というよう

な顔をする事がある。これは楽し

いです。しっかり勉強して良かっ

たと思う時です！！以上受講中の

参考になればと思い記しました。 

なお、ＪＲ駅でのボランティア

活動に際し、私は外国人と交流す

る際 スマイルと共に、先方の国籍

を聴いた時に、その国の特色・名

産品等に心当たりがあれば、それ

を一言たたえます。すると先方は

必ず笑顔になります。その様なこ

とも楽しく会話を交わせるコツか

もしれませんね。   

外国語講座 スペイン語入門 

クラススタッフ  高木 真砂美 

スペイン語入門講座は月曜日の夜に開講されています。

授業内容は毎回スペイン語の歌から始まり、半年間で基礎、

会話、現在、過去、未来、手紙の書き方、スペイン語のカ

ルタ取り等多岐にわたりますが、教科書以外にも先生手作

りのテキストを併用しとても解りやすく、スピーディ且つ

パワフルに進んでいきます。また、絵面先生が南極大陸へ

旅行された時のお話し、旅で役立つ情報、スペイン語圏の

文化や人生観の違いについても折に触れて話して下さり内

容は魅力にあふれています。多くの方が繰り返し何回も受

講されています。ペルー出身のガブリエラ先生、リリアナ

先生のネイティブの発音を聞くことも大変勉強になりま

す。昨年のクリスマスにはリリアナ先生お手製のお土産付

きで、一人ずつスペイン語で自己紹介をしたり、ペルーに

ついて質問をした事もとても楽しい思い出です。 

絵面先生が長年高等学校で教鞭を執っていらっしゃっ

たので、６０歳を過ぎた今思いがけず女子高生気分を味

わっています。先生の「スペイン語は超簡単!!」の言葉

に後押しされ、続けることが出来ました。全く知らなか

った言語を学んだ事により、世界が広がり豊かな人生に

なりそうです。 

スペイン語は発音しやすく、公用語とする国は２０以

上あり、世界各国どこへ行っても耳にする言語です。是

非、一度見学にいらしてスペイン語に触れて頂けたら嬉

しいです。 

 

 

 

 

 

クリスマスの様子！ 

                        

 

いつまでも若々しい 

酒井さん 
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UCIAコミュニティ翻訳・通訳について 

翻訳・通訳の依頼を受け付けています。ご活用ください。 

 業務内容 単

位 

金額（消費税込）

参考 

翻

訳 

公文書、ガイドなど（実

績：英語、ベトナム語、

タイ語、中国語、韓国語、

タガログ語 他） 

A4

版

1

枚 

3,240円～5,400円 

通

訳 

専門の相談機関、医療機

関、国際理解事業など 

（実績：台湾、フランス、

アメリカ、インド、イタ

リア 他） 

最初の 1時間 3,240円 

その後 1時間 2,160円 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 年 11 月 21 日 第 63 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。 

。 

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 

 

 

 
 

 

 

 

                        

 

 
 

NPO 法人宇都宮市国際交流協会 

Utsunomiya City International Association 

NonProfit Organization 

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。 

◆３０年度の事業予定◆（一部） 
○外国人のための日本語教室（通年） 

○楽しく学ぼう外国語講座（通年） 

  １月から新規で「ワクワクする台湾」（全６回） 

○姉妹都市との交流事業（派遣２事業、受入１事業） 

○「世界の料理を楽しむ会・台湾料理教室」（１月１９日） 

○「日本文化ふれあいの会」（２月１７日） 

○「バスツアー」（３月３日） 

○国際理解コンサート「地球のステージ２」（３月２３日） 

○ボランティア通訳のための月例英語研修会（第３・４土曜日） 

 

 

ハイキング＆バーベキュ―の集い 

雨天のため中止 

９月３０日（日）に宇都宮市冒険活動セン

ターで開催を予定していましたが、台風日本

列島縦断との気象庁からの注意喚起を受け

中止となりました。 

 参加を予定し楽しみにしていただいた皆

様には大変残念な結果となりましたが、次の

機会を楽しみにしていてください。 

ご案内 ご報告 

mailto:ukokukyo@cocoa.ocn.ne.jp

