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 アフリカ音楽コンサート 
～音楽を通して、アフリカを知ろう！～ 

鈴木 美惠子 
   

 

平成 27年 2 月 22日（日）、市民の国際理解を目的とし

たアフリカ音楽コンサートを、とちぎ福祉プラザで開催し

ました。「音楽を通してアフリカを知ろう！」をキャッチ

フレーズに、赤ちゃんから、おじいちゃん、おばあちゃん

まで 235 人が参加し、家族そろってコンサートを楽しみま

した。 

躍動的な太鼓のリズムとギターやサックス等の音楽と

が融合した伝統的かつモダンなアフリカンビートは、私た

ちに新たなエネルギーを与え、そして、歌声は聞く人の心

を酔わせてくれました。  

コンサートの中では、子供たちもアフリカの楽器を実際

に手にして出演者と共にアフリカ音楽を奏で、さらに参加

者全員で音楽に合わせて全身を動かしてワークショップ

に参加しました。 

アフリカ音楽は音楽の原点と言われているように、そ

の良さは大変分かりやすいものです。また、太鼓のリズ

ムがお母さんのおなかの中にいた時に感じた心臓の鼓

動にも似ていて、さらに心が弾んでくるのかも知れませ

ん。 

 

音楽を通した国際理解は、乳幼児から始めても早すぎ

ることはないと実感致しました。「来年は家族と一緒に

来ます」と言って、会場を後にした参加者もいらっしゃ

いました。 

三世代そろって楽しめるアフリカ音楽コンサートを

また来年も開催できましたら、と思っております。  
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日本文化ふれあいの会２０１５を振り返って 
渡邉 裕子 

毎年この時期の開催ということで、昨年は前日の準備

段階で、記録的な大雪の影響で会始まって以来の中止宣

告をせざるを得ませんでしたが、今年は 2月 15日（日）、

天候にも恵まれ、多くの方々にご来場いただきました。  

 ご縁があり来日された方々が、日本の伝統文化の体験

やステージパフォーマンスなどを観覧することで、日頃

の語学勉強とは違う交流が出来たようで、企画段階から

携わってきましたスタッフ一同たいへんうれしく思っ

ています。 

 また、私は、実行副委員長として、さらに司会という

大役も仰せつかり、いささか緊張もいたしました。会全

体がスムーズに流れるよう、常に気を配っていなければ

ならないことはいうまでもありませんが、スピーカーが

前方にしかなく、人の多さにマイクを通した声が、後方

には聞きづらかったということでしたので、この点は今

後の課題にしたいところです。 

 

 

 

  

 

 

 

 

毎回人気の着物ショーでは、3回の抽選会を実施する

ことにより、着付けまでスムーズに流れ、無事終える

ことが出来ました。目の色は違えども彼女たちの着物

姿は、本当に愛らしく、初めて着付け体験をされた方

も数回目という方も、満面の笑みを浮かべて写真撮影

に臨んでいました。長年参加されている方は、着物姿

で茶道のお手前のお手伝いをされたり、日本語を上手

に話しながら他のブースでもスタッフとして手伝って

くれました。本当に感心させられました。 

 なにより、来られた方々が、「また、来年も来たい

です。」という言葉を残し帰られたことで、日本人の

おもてなしの心を少しでも理解してくれた気がして、

やってよかったと思いました。 

来年のボランティアスタッフとして、あなたも参加

しませんか！  

                        

▲ 着物の着付け初体験！！ ▲ 

▲書道って難しい・・(^_^;) 

▲慣れない正座で茶道体験 

▲ 生け花体験              ▲着物で集合写真                ▲和菓子 

▲お囃子に合わせてひょっとこ踊り 

▲ 津軽三味線 

▲ ちぎり絵体験 

▲ 真剣で抜刀 

▲ 南京玉すだれ ▲ 日本が誇る漫画のコーナー ▲ 黄ぶな折り紙 
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世界の絵本を楽しもう 
熊倉 シゲ子 

平成 26年 11月 30 日（日）13：30～15：30、宇都宮市東図書館 2階集会室において、恒例の「世界の絵本を楽し

もう」が開催されました。 

対象の国（言語）は 6 か国、3 グループ…①スリランカ（シンハラ語）・ブラジル（ポルトガル語）②フランス

（フランス語）・ネパール（ネパール語）③マレーシア（マレーシア語）・カナダ（英語）でした。 

 

各グループとも、絵本を原語と日本語で紹介、その他挨拶や数字の読み方、ゲームなども取り入れ大いに盛り上

がりました。参加してくれた子どもたちが、アクションを交えた読み手に引き込まれている様子が印象的でした。

数字の読み方や挨拶では、元気よく大きな声を出していました。子どもたちは 3 グループを思い思いに回り、スタ

ンプを押し、最後にご褒美のお菓子をもらいました。子ども約 70名、大人約 60名計 130余名の来客があり、昨年

を上回る盛況ぶりでした。 

今年の特徴は、ボランティアの方の民族衣装が華やかだったこと、絵本のみならず多くの展示品があったこと、

また図書館のご厚意により、1階ロビーに民族衣装と各国の置物、絵本などを展示させていただいたことでした。 

 アンケートの感想では、「異文化に触れる良い機会だった」、「どの絵本もそれぞれの国の文化、考え方を表し

ていて興味深かった」、「隣のコーナーの読み聞かせが混ざり聞き取りにくかった」などでした。改善、工夫をし

ながら来年度も継続したいと思っています。 

 

 

 

 最後に、ご協力いただいた 6か国のボランティアの方、 

東図書館スタッフの方、託児コーナー（ちゅうりっぷ） 

の方々に感謝いたします。 

 

                         

▲スリランカ                 ▲ブラジル                  ▲フランス  

▲ネパール                 ▲マレーシア                ▲カナダ 

▲みなさんで集合写真 

絵本のデザインもかわいい！▶ 
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UCIA November Bus Tour 
Stacy Kurokawa 

Let me tell you about a ￥ 3,000 bus tour, 

organized by Utsunomiya City International 

Association.  Our small tour bus pulled away from 

Utsunomiya Station early one Sunday morning bound 

for our first stop, an orchard, where a farmer 

introduced us to many varieties of apples. We 

tasted samples of apples and apple juice ! Next, 

wandered amongst apple-laden trees, taking photos 

and picking apples. Time stilled. We had entered 

a pastoral paradise.   

 

Deeper into the mountains, our tour stopped at 

an atelier which produces some of the finest washi in Japan.  After watching a video about paper making 

(using mulberry bark), we donned aprons, rolled up our sleeves, and made our own paper.  

Fingers waterlogged, we rode the bus again, this time to a large public building. It started raining.  

There, we gathered to sit on tatami and eat the obento provided by the tour. There, somebody pulled aside 

the Japanese screen doors to reveal a perfect view of misty waterfalls in the ravine below.  

 

Next, we visited the museum near Karasuyama Station.  We sat down with an old man, but he is not an ordinary 

guy. Imagine a wax museum figure came alive by robotics, and that describes this fellow who went drinks 

sake at a low table and tells about Karasuyama’s summer festival. He speaks with a Tochigi accent and narrates 

a robotic stage production. The set depicts the main street of Karasuyama. As the show starts on the stage, 

lights dim, street lamps illuminate the shops and homes, the festival floats, the festival stage, and two 

dimensional people; these move like sushi on a conveyer belt, along tracks across the stage, appearing and 

disappearing. People play music on floats. The whole kabuki scene on the street is re-enacted.  The detail 

is incredible.  If you have seen it, you know what I am talking about. If you haven’t, go!  

Five minutes drive from the museum, we get off the bus in front of a small wooden door set into the side 

of a mountain. Like a scene from an Indiana Jones movie, we enter through the narrow wooden door into a 

deep, dark, narrow, wood-encased passageway, which leads to a wider, lighted tunnel. This tunnel was built 

during WWII and is now home to bats, spiders and many bottles of Karasuyama’s finest sake - sake that we 

sample at the shop/distillery on the main street immediately after the tunnel tour. My favorite sake was 

citrus fruit (yuzu).  

We finished with a visit to the Iwamura Kazuo Picture Book 

Museum. Iwamura Kazuo is known for his picture books 

featuring a family of mice living in the woods.  His museum 

is a beautifully designed low, wooden building in the woods; 

the charming illustrations lining the walls inside reflect 

the flora seen out the windowed gift shop and cafe.  I enjoyed 

finding mice dolls hidden overhead - perched on wooden 

rafters, and hanging for the lights in the gift shop/café.  

I was lucky to get the chance to be spirited away to the 

far east of this prefecture one cold Sunday in November,  to 

magical places filled with beauty, spirit, gentleness and 

warmth.   

Thank you Utsunomiya City International Association!   

 

                         

▲和紙会館でハガキ作りに挑戦 
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11月の UCIAバスツアーに参加して（日本語訳） 
黒川 ステイシー 

UCIA主催による 3000円のバスツアーについてお話します。 

バスは日曜日の朝早くに宇都宮駅を出発しました。最初の目

的地であるリンゴ園に到着すると、農場の方が様々な品種のり

んごを紹介してくださり、りんごの味見とりんごジュースの試

飲までさせていただきました！たわわに実ったりんごの木の

中を散策しながら、りんごを収穫し、写真をとったりしている

と、まるでのどかな楽園に入り込んで時が止まってしまったか

のようでした。 

 

山の中を入っていくと、日本でも有数の「和紙」を作ってい

る工房に到着しました。和紙の作り方についてのビデオ（桑の

樹皮を使います）を見た後、エプロンを付け、袖をまくりあげ、

和紙作りに挑戦しました。 

バスで大きな公共ビルに移動し、畳の部屋でツアーが用意してくれたお弁当をいただきました。だれかが障子を

開けるとそこには渓谷に落ちる滝が現れ、すばらしい景色でした。 

 

そこから烏山駅近くにある博物館へ移動しました。私達は老人の隣にすわったのですが、その老人はただの老人

ではありません。蝋人形館の人形が生きて動き出したところを想像してみてください。そんなロボットの老人が座

卓に座って日本酒を飲みながら低い声で烏山の夏祭りについて栃木弁で語り始めます。烏山の通りを模した舞台で

ショーが始まり、街灯が店や家々、祭りの山車や祭り舞台、そして描かれた人々を照らし出します。それらがまる

でベルトコンベアに載った回転寿司の寿司のようにステージの上を移動し出たり入ったりします。山車の上の人々

が音楽を奏で、歌舞伎のシーンが再現されたようでした。その細かさは目を見張るものがありました。もし見たこ

とのある人ならば、私の言わんとしていることがわかっていただけるでしょう。もしまだ見ていないのであれば、

ぜひ見てください！ 

そこから 5 分ほど離れた山の壁面にある小さな木のドアの前でバスを降りました。インディージョーンズの映画

のワンシーンのように、狭い木のドアを入り、木で覆われた暗くて細い道を進んでいくと広くて明るいトンネルに

通じています。このトンネルは第二次世界大戦のときに作られたものですが、今はこうもりや蜘蛛、そしてたくさ

んの烏山の日本酒のびんが眠っています。日本酒はこのすぐ後に通りの店や酒蔵で試飲することができます。私の

お気に入りはゆずのお酒です。 

最後にいわむらかずお絵本美術館に立ち寄りました。いわむら

かずおは森にすむねずみの家族の絵本で有名です。森の中にある

この美術館は美しいデザインの低い木の建物で、壁にはかわいら

しいイラストが描かれ、窓からギフトショップとカフェの緑がよ

く映えていました。いろいろな場所（頭上や梁、ギフトショップ

とカフェの照明など）に隠されたねずみ達を探すのも楽しかった

です。 

11 月の寒い日曜日、この県の東側を旅して、その美しさ、心意

気、やさしさ、あたたかさにふれることができて、本当に幸運で

した。UCIAありがとう！       （翻訳者：津々見香織） 

 

                        

▲おいしい日本酒が眠る酒蔵 

山あげ祭の様子を精巧に再現 ▶ 



Utsunomiya City International Association 
 

6 
 

ペルー料理教室 
江連 征子 

11月 16日（日）10時から宇都宮市総合福祉センター

で、ペルー料理を楽しみました。 

講師にペルー出身のベアトリスさんをお迎えして、お

いしい、おいしーい、食事会を催すことが出来ました。 

アロス・コン・ポジョ（チキンライス）、パパ・ア・

ラ・ワンカイーナ（ジャガイモ料理）、そして、チチャ

モラーダ（ジュース）です。 

どの料理にも色彩豊かな野菜をふんだんに使って、そ

こに香辛料が加わっての出来栄え、今まで食べたことも

ない、飲んだこともない物が目の前に現れたのには、み

んなびっくりしてしまいました。 

 

例えば、コリアンダーソースは鮮やかな緑色、イエロ

ーペッパーはかわいらしい黄色、紫オリーブ、マイスモ

ラード（紫トウモロコシ）。 

特に興味深かったのは、トウモロコシで、日本では、

その実を食しますが、ペルーの紫トウモロコシは約 1時

間ほど茹で、その汁をジュースとして飲むそうです。レ

モンやリンゴを加えて飲んでみました。 

鮮やかな紫色のジュースはポリフェノールがたくさ

ん含まれていて、何か毎日あくせく動いている私にとっ

て、最高の栄養源になったような気がしました。 

グラシィアス！ベアトリスさん！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

▲みなさんで集合写真 

▲珍しい食材に興味深々 

▲ベアトリス先生からごあいさつ 

▲パパ・ア・ラ・ワンカイーナとアロス・コン・ポジョ 

 

▲チチャモラーダ 

 

これからも食を通した異文化交流を企画していく予定

ですので、みなさん楽しみにしていてください！ 
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ホストファミリーのための英会話 
江連 征子 

宇都宮市もい

ろいろな所で、国

際化がにわかに

動いて来ている

のに気づかされ

ます。 

 

私達、NPO法人宇都宮市国際交流協会は、今年度からホ

ストファミリー委員会を新たに立ち上げ活動しておりま

す。現在、約 50 名の方に登録していただきました。皆様

とても積極的で、しかも知識豊かな方々ばかりなので将来

素晴らしい国際交流が出来る事、間違いなし。 

 昨年に引き続き、今回 2回目の「ホストファミリーのた

めの英会話」、大いに期待したいと思います。又、講師の

中川哲夫先生ご自身が“ お・も・て・な・し ”の心を

持っておられる方で、素晴らしく見事な授業をして下さっ

ています。 

 2 月 17 日～3 月 17 日の 5 回のレッスン。レッスン内容

は【1.歓迎と自己紹介】、【2.家庭と食事】、【3.買い物と観

光】、【4.健康管理と娯楽】、【5.パーティーとお別れ】です。 

これまでは「英会話？ 

ホームステイ？ あ、だめ、

話せないから。無理、無理。」

いつもこんな答えが返って

きたのが、私も一緒に２回

参加しましたが、緊張せず、

にこやかに、ワイワイ、ガ

ヤガヤ、いつの間にか英語が口から出ているのですよ。テ

キサス（先生のニックネーム）はすごいマジシャンです。 

 ホームステイの最初の挨拶はスマイリングとそこに少

しの英語が入れば十分。90分のレッスンはあっという間に

過ぎてしまいます。きっとこの講座を受けられた方、ホー

ムステイは“ こ こ ろ ” でもてなすことも学ばれ

るのではないでしょうか。 

どうぞ猛烈な国際化に向

けて、宇都宮市民が一つに

なって活動しようではない

でしょうか。 

 

れっつ・おもてなし in English 
武田 康夫 

れ っ つ ・ お も て な し in 

Englishは 26年度より水曜日 10

時から 11 時 40 分まで前期・後

期各 20 回コースで 20 人の受講

生の参加をいただき実行されて

います。 

これ以前はアクティブシニアのための英会話を行って

いましたが、2020 年の東京オリンピック決定を契機に、

もっと若い方にも広げて、外国からこられる大勢のお客さ

んを東京で、宇都宮で、日光で英語によるおもてなしが出

来る人材を育成しようという動機で再編されたのが、この

講座です。 

授業内容はこれまで通り中学 2 年程度の文法のおさら

いから始まり、実際におもてなしをするケースを想定し

た、駅、町、観光地（浅草寺、東照宮）、居酒屋等での会

話まで練習します。さらに 20 回中 4 回はネイティブ講師

カニス先生による実践的な英語の講習があります。カニス

先生はギターと歌がプロ並みで、最後の 10 分間は英語の

歌による授業を行っています。 

受講生は皆さん楽しみながら、初歩の英語を思い出し

（習う文法や単語は昔中学校でやったレベルです）、外国

人に日本の事を説明し、おもてなしが出来るレベルになる

ことを目指して頑張っています。 

参加者より、半年では物足りないとか、もっと高いレベ

ルの勉強をしたいなどの要望があり 27 年度からは、れっ

つ・おもてなし in English の終了生を対象にした、続れ

っつ・おもてなし in English を同時に開設することにな

りました。続編では新たなネイティブ講師も加わりネイテ

ィブ講師の時間を増やし、実践的な英会話ができるように

していきます。 
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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。 

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   

様々な 
国際交流の

に
参加できます。 

 

 平成 27年度の主な事業概要（予定） 

◎ファインフィールドフェスティバル 2015  4月 25日（土）・26日（日） ＠文化会館 

 ◎フェスタｍｙ宇都宮 2015国際交流ひろば  5月 17日（日） ＠バンバ広場 

◎防災館体験＆いちご狩り 5月 31日（日） ＠上河内地区 

◎オークランド市からの高校生受入れ事業 6月 4日（木）～6日（土） 

◎タルサ市からの中高生訪問団受入れ事業 6月 11日（木）～15日（月） 

◎オークランド市への中学生・高校生派遣事業 7月下旬 

 ◎施設見学会 7月 14日（火） ＠富岡製紙場など 

 ◎宮まつりよさこい踊り 8月 2日（日） ＠大通り 

 ◎バーベキューの集い 9月 ＠瑞穂野自然の森公園 

 ◎オルレアン市からの剣道クラブ受入れ事業 10月 18日（日）～27日（火） 

 ◎バスツアー 11月 

 ◎世界の絵本を楽しもう 11月 29日（日） ＠東図書館 

 ◎料理の集い 平成 28年 1月 ＠市総合福祉センター 

 ◎日本文化ふれあいの会 平成 28年 2月 14日（日） ＠宇都宮市役所 

 ◎オルレアン市への青少年派遣事業及びタルサ市への中学生派遣事業 平成 28年 3月下旬 

ボランティア 

随時募集中 

日程は予定です

ので、詳細など

は、事前にご確

認下さい。 


