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 フェスタｍｙ宇都宮 2014 国際交流ひろば 

 

▲妖艶なベリーダンス 

 
▲大迫力の中国獅子舞 

 
▲華麗なフラダンス 

 

 

 

▲心地よい音色の二胡演奏 

 

 

 

▲三味線と着ぐるみのコラボ 

 

 

 

▲タイ料理 

▼ブラジル料理 

 

 

 

▲歩行者天国エリアの出店ブース 

 

 

 

 

▲大人顔負けの子どもフラダンサー 

 

 

 

 

 

 

▲こころ癒されたお琴の演奏 

 

  

 

フェスタｍｙ宇都宮 2014が、5月 18日（日）に開催さ

れ、「国際交流ひろば」は、今年は“まちかど広場”が会

場となりました。参加団体の 11 ステージ、18ブースでは

世界各国の音楽・民族舞踊の披露、飲食物販売のほか、日

頃の活動紹介が行われ、一日を通して国際交流を楽しんで

いただきました。 

 

 

 

 

 

▲ハワイアンミュージック 

 

 

 

 

 

▲完売のタイ料理 
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「平成 26 年度通常総会」が開催されました 

6 月 15日（日）午後１時から表参道スクエア 6階の

多目的ホールにおいて、会員及び役員 39名に加え、来

賓として市長代理の柴田賢司市民まちづくり部長及び

齋藤昭夫国際交流プラザ所長にご出席いただいて、平

成 26 年度の通常総会が開催されました。 

議案は、 

① 議案第 1号 平成 25年度事業報告及び決算報告に

ついて 

② 議案第 2 号 平成 26年度事業計画（案）及び予算

（案）について 

③ 議案第 3 号 定款改正について 

④ 議案第 4 号 役員改選について 

の 4議案です。 

全議案とも満場一致で原案のとおり了承されまし

た。 

今回の議案のうち、会員の皆様に大きく関わってく

るのが、③の議案第 3 号の定款改正についてです。 

会員の皆さんがそれぞれの活動分野でボランティア

活動をするのに所属している事業委員会は、これまで

7 つありましたが、今回の改正に伴い、9つの事業委員

会に変更となりました。 

事業委員会の大きな変更点としては、これまで新規

事業の実施や他団体との連携事業、協会のＰＲ活動な

どを担当していた「企画運営委員会」を廃止し、それ

に代わり「広報渉外委員会」と「組織拡大委員会」の 

2 つを新たに設け、より活発に広報活動や他団体との連

携事業に取り組むようにしました。また、「都市交流委

員会」という名称を「姉妹都市交流委員会」とし、姉妹

都市交流など海外諸都市との交流も活発に行っているこ

とが広く市民にも伝わるようにしたほか、「ホストファ

ミリー委員会」を新たに設け、ホストファミリー活動の

充実を図ることになりました。 

この事業委員会の変更に伴い、会員の皆様には、9 つ

の事業委員会のうち、1 つ以上 3 つ以内の事業委員会に

所属していただくことになりました。 

新しい事業委員会のもと、これまで以上に協会活動に

参画していただければと思いますので、益々のご協力を

お願い致します。 

26 年度も役員の皆様をはじめ、会員の皆様におかれま

しては更なるご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

                        

広報渉外委員会 

会報誌等の編集・発行 

他団体との交流事業の渉外 

UCIA のＰＲ 

組織拡大委員会 

会員募集・新入会員研修 

ガイドブックの編集・発行 

UCIA チャッティングルーム 

国際理解・協力委員会 

国際理解講演会 

国際協力・支援など 

地域交流委員会 

外国人住民との交流事業 

施設見学会・いちご狩り・BBQ

の集い、バスツアーなど 

日本文化委員会 

日本文化ふれあいの会 

日本文化ふれあい教室 

留学生等への日本文化紹介 

 

姉妹都市交流委員会 

中学生、高校生の派遣・受入事業 

姉妹文化友好都市の紹介 

その他の外国都市との交流 

外国語委員会 

外国語講座（英語・フランス語・スペイ

ン語・中国語・韓国語など） 

月例英語研修会 

日本語委員会 

外国人のための日本語教室 

日本語支援ボランティア養成講座 

ふれあい日本語教室 

ホストファミリー委員会 

ホストファミリー登録 

ホームステイの受入れ 

ホームビジットの受入れ 

●●● 9つの事業委員会と主な事業内容 ●●● 
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中国・二胡演奏会 

平成 26年度通常総会の前に、中国・二胡演奏会を催しました。今年は

宇都宮市と友好都市である中国のチチハル市が友好都市を締結して 30

周年の記念の年に当たることもあり、チチハル市出身の二胡演奏者であ

る張暁東さんに演奏をしていただきました。 

演奏曲は、「チベット民謡」、「つばめ」、「競馬」、「二泉映月」、

「荒城の月」を演奏してくださいました。会場は二胡独特の緩やかで柔

らかい音色で包まれ、時に馬の鳴き声まで表現してくださるなど、会場

全体が悠久の時にタイムスリップしたようでした。 

会場からアンコールの声があり、最後に「花は咲く」を演奏してくだ

さいました。 

 

国際交流活動報告パネル展 

日頃の活動を写真などで振り返る「国

際交流活動報告パネル展」が、平成 26

年 6 月 11 日～18 日の期間、うつのみや

表参道スクエア 5階で開催されました。

UCIAの各事業委員会のほか、登録団体で

ある「宇都宮 SGG クラブ」、「FJC（日

本語友の会）」、「交流会 仲間」、「ふ

るさと栃木民謡民舞連合会」、「シャプ

ラニールとちぎ架け橋の会」、「日本中

国友好協会宇都宮支部」、「とちぎ日独

協会」、「ヒッポファミリークラブ」の皆さんが出展してくださいました。各団体とも写真を切り貼りしたり、コ

メントを書くなど工夫した展示となり、来場者も目を凝らして観覧されていました。 

 

ファインフィールドフェスティバル  2014

日本文化委員会の毎年４月の恒例行事となりました

「ファインフィールドフェスティバル」が 4 月 19 日

（土）、20 日（日）の両日、宇都宮市文化会館を会場に

して開催されました。 

19 日の天候は、曇り空でしたが開始 1時間を過ぎた辺

りから、会場内に多くの来場者がみえ、文化会館内の多

くのワークショップに参加していたようでした。それに

引き換え、20日は、朝から天候がよくなかったためか、

午前中は、前日と打って変わってあまり体験者が来ない

ので、どうしたのかなぁと心配しておりましたが、午後 

になって、前日と同様に多くの人が来てくださり安堵し

ました。 

日本文化委員会としては、昨年と同様におりがみ、ち

ぎり絵、繭細工、お茶（茶道）と 4つのワークショップ

を出しました。お茶は、今年は床に台を置き、緋毛氈を

敷いて、本格的に座ってお手前をみせていただきまし

た。 

会場を訪れる人は家族連れが多く、小さなお子様から

年配の方までいろいろで、特に年配の方は、おりがみや

ちぎり絵に興味を持たれ、若い人たちには、かわいい繭

細工が人気のようでした。 

お茶は、お手前を体験できるとあって、お子様は持っ

たことのない茶せんをもって、カシャカシャとお茶をた

て、きちんとお辞儀をして両親にお茶を飲んでもらって

いました。 

忘れかけている日本の伝統文化にひと時でも触れて

体験していただき、改めて伝統文化のよさを知っていた

だけた 2 日間だったと思いました。 
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 施設見学会
松平 篤昌 

6 月 17日（火）恒例の施設見学会をアメリカ、カナダ、

中国、フィリピン、台湾の外国人 6 名と日本人 32名の総

勢 38 名で、那須塩原市の「カゴメ」「パンのアキモト」

宇都宮市の「県農業試験場」「中川染工場」で行いまし

た。外国人の内訳は、授業のなかった宇都宮大学の留学

生や 2組の親子が参加しました。 

「カゴメ」は、創業以来栃木県産のトマトを採用、イ

チゴジュースの製品化など県との結びつきが強い会社で

す。那須山系伏流水の良質な井戸水を使いトマト・人参

はすべて加工し、全国に出荷します。 

安心安全な紙パックジュースの生産工程の案内をう

け、製品説明では、熟したトマトのリコピンは熱を通し

て食べても栄養価は失われず、むしろ身体によい等の説

明がありました。 

同社は、野菜のし

ぼり糟を畑の肥料

や家畜の飼料にし

て、ゴミを出さない

100％リサイクルを

めざしていること

もわかりました。 

 

県農業試験場で

は、創業以来新品

種の育成や栽培技

術の改善などに取

り組んでいます。 

極大、大粒いち

ご「スカイベリー」

を開発しました。

成長期を超えた梨

の木に数本の若い木を「根継ぎ」「継ぎ木」して経年・

変化に歯止めをかける様子は印象的でした。 

放射線量測定装置は、2台あり「一般食品基準値 100」

を維持できるよう測定しています。又、県内の放射線量

測定結果は、毎月新聞に公表されています。 

 

中川染工場は、県の伝統工芸品の指定を受けており「ゆ

かた」「てぬぐい」などを染めています。「生地の準備」

「型置きのり付け」「染」「水洗い」「乾燥」の工程を

見学しました。水洗いした反物を物干しに長く吊るして

乾燥させる様子を外国人参加者はとても熱心に見入って

いました。 

 

参加者からは、「今回の 4 施設の見学を通じて先端技

術、社会貢献の経営理念、根気のいる新種開発、職人の

わざと丁寧な物作り、お客様を大切にする姿勢に感心し

た」と感想が述べられました。 

某ＴＶ番組でも放送され、そのふっくらさが世界で賞

賛された「パンのアキモト」では、パンの生産工程など

を見学しました。缶詰パンの生産工程は、「材料仕分け」

「調合」「こねる」「熟成」「焼き上げる」「缶にふた

をつける」「アイデアラベルをつける」などの作業を、

午前 2 時から始めるそうです。この日、国道 4 号線沿い

に仮オープンした新業態店「きらむぎ」から、試供品の

提供がありました。 

秋元社長は、売上の一部を社会貢献に充てるなど、夢

と発想とパン 1 つで、世界の人々の「おなか」と「希望」

を満たせればと、永続可能なビジネスを熱く語っていま

した。 
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 防災館＆いちご狩り
MUHAMAD FADZIL BIN ISNIN 

5 月 25日に行われたいちご狩りに参加しました。実は

今回初めて参加しました。前々から興味はあったのです

が、人見知りで参加をためらっていました。でも、今年

が日本最後の年なので行く事にしました。 

最初に栃木県防災館で係の方から説明を受けたあと、

地震や強風などの災害の体験をさせて頂きました。最初

は遊び半分でしたが、震災時の映像を見ていると、やは

り震災というのは怖いものだと思いました。 

次に、上河内中央小学校で行われた「福祉チャリティ

ショー」に参加しました。演歌や日本舞踊などの日本の

伝統的な芸を堪能した後、移動時に練習した「上を向い

て歩こう」を学生全員で歌うことになりました。前列に

立っていた自分にマイクを向けられた時は動揺しまし

たが、無事に歌えて良かったです。 

最後は待ちに待っ

たイベント、いちご狩

りでした。 

箱を持ち、最初は遠

慮していましたが、途

中からいちご狩りに

夢中になりました。 

採ったいちごは他

の人と比べて少なかったですが、非常に満足しました。 

暑さでかなり疲れましたが、充実した一日でした。持

って帰ったいちごは全部ジャムにしました。 

前から参加したかった「いちご狩り」。とても楽しく、

良い思い出が出来ました。 

 春休みふれあい集中日本語教室
矢口 三子夫 

国際交流プラザで「春休みふれあい集中日本語教室」

が 9日間開かれました。 

新しく小学校に入学する新 1年生から新高校 1年生ま

でが集まりました。その受講生たちを 6班に分け、それ

ぞれの班に 3～4 人のボランティアが担当し、個人指導

またはグループ指導を行いました。 

その教室では、いろいろな経験を持ったボランティア

との出会いがあり、また、いろいろな国から来た子ども

たち同士の出会いがあります。 

短い間ではありますが、参加者は、あっという間に友

達になり、母国語で楽しそうに話をしている姿が見られ

るようになります。 

ところで、私は日本語を教えるとき、袋の中にできる

だけ多くの「遊び道具」を持って参加するようにしてい

ます。 

幼少のころ、正月などで遊んだものとか、博物館で求

めた「昆虫」「動物」「恐竜」の小さなレプリカや囲碁・ 

オセロゲーム・トランプ・百人一首などのゲームや一緒

に遊べる手作りのおもちゃ等を用意します。 

何をどのように遊ぶかは、子どもたちに選ばせます。

子どもたちと競争して「勝ち負け」を競うこともありま

す。子どもは遊びの天才であると思います。そこで雰囲

気ができると日本語の学習になったとき、学び方に変化

が出てきます。その結果、「楽しかった」とか「わかっ

た」などの声が多く聞かれるようになるような気がしま

す。 

最終日に「あり

がとうございま

した」という声を

聞いた時、日本語

のボランティア

を担当してつく

づく良かったと

思います。 
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 韓国語初級２講座～韓国語へのおさそい～
金 慶子 

ヨロブン アンニョンハセヨ？ 

韓国ドラマや東方神起などのグループが人気となっ

た韓国ですが、その影響があったのか韓国語への興味も

高まったようですね。 

韓国語の語順は日本語と同じで、文法的には馴染みや

すいのではないかと思います。文字はハングルで日本の

片仮名や記号に似た文字でありますが、成立の起源は 15

世紀前半、世宗大王の時代に作られた文字で一つ一つは

表音文字で日本の仮名文字同様で意味はありませんが、

五十音のように母音と子音を組み合わせて言葉にしま

す。 

 

韓国語の中には日本語か

らとりいれた言葉も多いの

で、そういうところも面白

いのではないでしょうか。

食べ物についても日本国内

で一番人気のある漬け物と

いわれるキムチをはじめＢ

級グルメ向きの美味しいものが沢山あります。 

韓国語講座で学ばれた多くの OB・OG の皆様からは日

頃から励ましの言葉をいただいていますので、今年度も

気持ちを新たに講座に臨みたいと思っています。 

初めてハングルを目にされる方、これまでに学ばれた

経験のある方いずれも歓迎いたしますので是非御参加

下さい。特にはじめて韓国語を学ぼうとされる方にはゆ

っくりと、そして興味がわくような講座にしたいと考え

ていますのでお気軽にお申し込み下さい。 

もし韓国に旅行されるとき、行き先やお店の文字が読

めると一層楽しい旅になることでしょう。そして韓国ド

ラマや映画、コンサートに出かけて好きなスターの生の

声で意味が分かったらどんなに嬉しいことでしょう。 

～カムサハムニダ～ 

 

 スペイン語入門講座

Ｈｏｌａ！ ｔｏｄｏｓ．Ｃｏｍｏ ｅｓｔａｎ？ 

何ちゃってスペイン人のセニョール・アキです。 

私たちは毎週月曜日の午後 7 時から 8 時 30 分まで、

20 回のプログラムで市総合福祉センターで行われてい

る、スペイン語入門講座に参加しています。 

講師の先生は日本人ですが、丁寧に分かりやすく教え

ていただき、楽しく学んでいます。また、日によっては

ネイティブの先生による授業も行われ、その日は本場の

スペイン語を満喫できます。生徒は総勢約 20 人程で、

全くの初心者の方もいれば、2 回目、3 回目の受講とい

う、ベテラン（？）の方もいらっしゃいます。 

レッスンの内容

は、簡単なあいさ

つから始まり、数

の数え方や自己紹

介の練習、旅先で

重要となるキーフ

レーズの練習など

を行っています。  

「多少分からないところがあっても、気にせずに前に

進みましょう！」という先生の大らかな指導方針のおか

げで我々生徒達ものびのび参加できています。また、先

生の口からはスペイン語の勉強の話だけでなく、アメリ

カ旅行におけるスペイン語体験談や南米料理のレスト

ランの話など、興味深い話が次々飛び出し、それを聞く

のも楽しみの一つとなっています。それでは、この前習

ったばかりのフレーズで最後に一言。 

 

Ｖａｍｏｓ ａ ｅｓｔｕｄｉａｒ Ｅｓｐａｎｏｌ 

ｃｏｎｍｉｇｏ！ 
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タルサ市への中学生派遣事業 

大河原 隆子 

 私は、第 16 回タルサ市への中学生派遣事業に引率通訳

として参加させていただきました。市内の中学 2 年生 20

名と引率者 3 名は「ALL IS UP TO US」というスロー

ガンを掲げ、3月 25日～3月 31 日まで一般家庭に滞在し、

学校訪問や市長表敬訪問など派遣団ならではの活動を通

して英語力の向上と国際感覚を身につける貴重な体験に

取り組みました。 

16 か国の子どもが通うリー小学校を訪問したときのこ

と、体育館では年に 1 度の縄跳び大会が行われていまし

た。「アナと雪の女王」のテーマソングが流れ、サビにな

ると大合唱になり熱気溢れる雰囲気でした。生徒たちは最

初は圧倒されて見ていましたが、程なく小学生の中にとけ

こみ、ヒョイヒョイと連続二重とびを始めました。目を丸

くするアメリカの子供たちを見ると、自らステージに上が

り“日本の技”とい

わんばかりに披露し

て喝采をあびる生徒

もいました。とび方

を教えたり、大縄を

回したり、大活躍で

した。 

帰国前日には TGA（タル

サ・グローバル・アライア

ンス）の方々がパーティー

を開いてくださいました。

代表のベッキーさんから

名誉市民証と記念品が生

徒一人一人に手渡されま

した。満面の笑顔で握手する姿は、まさに堂々たる 14 歳

のディプロマット！今でもその光景は私の脳裏に鮮明に

焼き付いています。たった 5 日間の滞在でしたが、異文化

に触れ、生徒たちは“新しい自分の発見”そして“自分の

可能性”を見出したことでしょう。どんな場面でも臆する

ことなく行動がとれる生徒たちを見るにつけ、私は「なん

てグローバルなんだろう」と感心すると同時に彼らの未来

に期待が募りました。この体験が彼らの人生の原点となる

ことを願わずにはいられません。事前研修から帰国に至る

まで無事に全ての活動をこなすことができました。これ

は、積み重ねてきた交流が宇都宮市とタルサ市の間に確固

たる信頼関係を築いてきた証ではないでしょうか。ご尽力

されてきた方々の賜と心より感謝申し上げます。 

 末永くこの交流が続くことを祈念して派遣事業報告と

させていただきます。 

 

新任理事のご紹介 

 

謝 苗海 

この度ご縁があって、新

しく理事になりました中国

人の謝苗海（しゃ みゅう

かい）です。私は、仕事の

関係で 16年前に来日しまし

た。今まで宇都宮市国際交

流協会（以下 UCIA）が主催

した数多くのイベント、例

えば宮まつりでのよさこい踊り、日本文化ふれあいの会な

どに参加させて頂き、大変楽しい思い出になっておりま

す。この場をお借りして、UCIA 会員の皆様、そしてボラ

ンティアの皆様にお礼を申し上げます。どうもありがとう

ございました。 

この UCIA で関わっている多くのスタッフの皆様が活動

されているのを拝見しまして、｢手をつなごう 世界のな

かま｣という UCIAの理念を実感しています。このグローバ

ル化の時代、国際交流がますます重要になってくると実感

しております。 

 

個人的にここ数年、住んでいる地区の体育祭に欠かさず

参加し、地域の皆様とともに大縄跳びや綱引きなどを楽し

んでいます。日本人と外国人は、言葉や考え方、生活習慣

の違いはあるものの、お互いに関心を持って、交流が深ま

っていけば、お互いの異質感が薄れていき、いわゆる多文

化共生の地域づくりが実現できると信じております。 

今は、会社の仲間たちと一緒に、地域社会に貢献するた

め、足尾植樹に参加することが毎年恒例となっています。

また、地元のサッカーチーム栃木 SC J1挑戦への応援観戦

をしています。さらに、今度のねんりんピック栃木 2014

のボランティア活動に参加する予定をしております。 

仕事の面でも、専門の IT 技術を活用し、外国人観光客

の誘客促進を目的に、観光誘客の仮想体験サイトの運営を

手伝わせて頂いております。これからは、国際交流の輪を

もっと広めるために、もっと多くのイベントに関わって、

今までの暮らしてきた経験を活かし、周りの人のためにな

ることを考え、企画・実現していきたいと考えます。どう

ぞご協力のほど、よろしくお願いいたします。 
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国際交流プラザ内

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

ホスト 
 

の登録ができ
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 

 
 

 
 
 

 

 

                        

井上総合印刷様 広告 

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  ＠国際交流プラザ 

月～金曜日・第 4日曜日（予約制）15:00～18:00 

 スペイン語 

ポルトガル語 
中国語 タイ語 英語 

国際交流プラザ 

☎028-616-1564 

午後 3時～6時 

月曜日 火曜日 水曜日 金曜日 

第 4日曜日（予約制） 

市役所 

☎028-632-2834 

（開設時間のみ） 

午前9時～12時 木曜日 第 2木曜日 ― ― 

午後 2時～5時 木曜日 ― 第 2木曜日 第 2木曜日 

行政書士相談 

☎028-616-1564 
午後 3時～5時 第 3月曜日（予約制） 

 

様々な 
国際交流の

に
参加できます。 

 




