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日本文化ふれあいの会 
斉藤 恭輔 

宇都宮市内等近隣にすんでいる外国人の方々達に日

本人と共に「日本文化」に触れあってもらうことが目的

で、年 1回、2月中旬の日曜日に催される「日本文化ふ

れあいの会」が、今年も２月１９日（日）午前１０時か

ら、今年は２０周年記念事業の冠事業として、宇都宮市

役所１４階大会議室で開催されました。 

これには、国際交流協会の事務局員、当実行委員及び、

様々な分野で手助けして頂いたボランティアの皆様等、

多数のスタッフの開催に向けてのご努力の結果、本年も

盛大に開くことができました。 

 毎年のことでもありますが、会場内の中央舞台におけ

る「和太鼓、津軽三味線、琴演奏、泥鰌すくい踊り等」

のステージアトラクションや着物の着付け、茶道、生け

花、書道等、入場者が自由に参加出来る「各ブースの展

示、実践」等、日本人も外国人も一緒になって日本文化

に触れあう姿には、改めて感動を覚えた次第です。 

  

特に、着物の着付けには多くの外国人が興味を示し、

なんと３回の抽選（１０名当選）コーナーに、その都度、

３０～４０名の行列ができるほどで、いかに外国人に人

気があるかが分かり、着物文化の浸透を思い知らされま

した。 

又、来年も「見て、聞いて、触れ合って」を合言葉に、

更に盛り上がった「日本文化ふれあいの会」が開催され

ることを祈念して、お礼の言葉と致します。 
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 オークランド市への中学生派遣事業 
和久 文彦 

オークランド市中学生派遣は、今年の３月２４日（金）

～２９日（水）の短期間ではありましたが、事前準備５

回の研修を外国人による語学以外にも、宇都宮市やオー

クランド市について、日本文化、ホームステイについて、

自己紹介と役割分担、さらには日本の歌とニュージーラ

ンドのマオリ族の伝統的な歌も合唱できるまで練習し

て、出発してもらいました。２９日の夕方、宇都宮市役

所玄関口に横づけしたバスから降りてきた中学生のち

ょっぴり自信に満ちた笑顔は忘れられません。 

 

オークランド市は人口１５０万人、全人口の３分の１

が暮らしている大都会ですが、首都ではありません。 

成長を図るために外国から移民（４０％）を受け入れ、

そのため人口の増加（４０％は２５歳以下）、車の増加

は、道路の拡張や新設では追いつかず、大量輸送のため

「Road to Rail」で、市街電車の導入も検討しています。

どこかの市も同様ですよね。   

 

さらなる発展のため、「柔軟な社会構造」「人種間の

共生」「共通する価値観」が求められる社会条件なので

しょうか？派遣される中学生がホストファミリーを通

じて肌でこれらを感じる機会を得ることを期待してい

ます。今後も、中学生の派遣準備を手伝ってくださる方

を募集していますので、ご協力よろしくお願いします。 

 

タルサ市への中学生派遣事業 
櫻井 美惠子＆赤石澤 ゆりえ 

宇都宮市国際交

流協会設立２０年

と言う節目の年に、

姉妹都市タルサ市

(アメリカ合衆国)

へ１９回目の中学

生２０名、引率者３

名を送り出しました。中学生達は３月２５日（土）から

３１日（金）迄の短期間の滞在にも関わらず、日本を離

れ様々な考え方、価値観に触れ一回りも二回りも大きく

成長し無事帰国いたしました。タルサでは一人一家庭の

ホームステイをし、現地の学校に通学すると共に、地域

的にネイティブアメリカン文化にも触れる事が出来ま

した。また、特筆すべきは、地元議員のご厚意によりタ

ルサ市議会を訪れ、日本で練習を積んだ歌を市議会場で

披露し喝采を受けた事です。海外でのこの体験は派遣生

達の心に深い感動を刻んだ事と思います。 

引率者のひとりで当協会会員 赤石澤ゆりえさんは、

中学生時代この事業の派遣生としてタルサ市を訪れ、今

回の引率後、その語学力と国際感覚を活かしカナダでの

就業が決定し生活が始まりました。中学生達には最も身

近な素晴らしいお手本となった事でしょう。今回の中学

生達も、数年後にはタルサ派遣がきっかけとなり世界に

羽ばたいていく事を願っています。（櫻井美惠子） 

 

私は１２年前にこの姉妹都市中学生派遣プログラム

の一員としてタルサ市に訪れ、将来の夢を見つけて帰国

しました。今回は引率者として、子供たちの夢を見つけ

るお手伝いができたらと思い参加させていただきまし

たが、反対に、短い期間で驚くほどに成長し、目標をみ

つけて生き生きとした子供達からたくさんのパワーを

もらいました。 

 私は現在海外にてお仕事をしておりますが、１２年前

の姉妹都市交流プログラムでタルサ市の方々の優しさ、

異文化に触れ、世界という広い舞台に憧れを持ったこと

がきっかけで今の私があります。そして宇都宮にとって

の未来でもあります。グローバルな人材が当たり前とな

ってきている今、この素晴らしいプログラムを通して成

長した子供たちが、将来の宇都宮市、そして日本を支え、

グローバルに活躍されることをとても楽しみにしてい

ます。（赤石澤ゆりえ） 

                         



Utsunomiya City International Association 

 

4 

 

防災館見学＆いちご狩り 
帝京大学留学生・マレーシア出身 クー ユエン 

私たちは６月４日（日）に防災館を見学し、イチゴ狩りに参加しました。 

最初は防災の映画の上映です。映画は日頃の防災知識を分かりやすく紹介しているため、とても勉強になりまし

た。次に、各体験室で台風・煙迷路・地震を体験しました。体験は予想した以上にリアルでした。本当に面白いと

思うと同時に、災害の危険性を改めて認識できたと思います。 

その後、イチゴ狩りの場所に向かいました。入ったとたん、ビニールハウスの中にイチゴの苗がずらりと並んで

いる姿に感激しました。皆は箱を持って、食べながらたくさんのイチゴを摘みました。疲れもありましたが、楽し

かったです。イチゴだけではなく、帰る前においしいおにぎりもいただきました。最後に、｢ふるさと｣を歌ってイ

ベントは終了しました。今回のイベントは日本の文化をよく知るための良い機会だったと思います。また、地域の

人たちやさまざまな国の人たちと交流できて、嬉しかったです。貴重な体験をさせていただき、ありがとうござい

ました。 
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フランスからのインターンシップ生受入事業 

レオポルド君「剣道１級」に合格！！ 

丸山 秀彦 

４月１２日（水）から６月２７日（火）までの３か月

間、フランスからのインターンシップ生レオポルド君

(２１歳)が宇都宮にやって来ました。 

彼は、一昨年宇都宮を訪れたＵＳＯ剣道クラブの会長

パトリック・ガナさんの紹介で、我々ＮＰＯ法人宇都宮

市国際交流協会の自主事業として受け入れることにな

りました。 

すでに、彼は、インドで、３か月間、ヨガを学び、続

けて中国で太極拳を３か月間修行し、日本で剣道の稽古

を通して「日本文化と西洋哲学との関連について」研究

することをテーマに単身で９か月間の研修に取り組ん

できた大学生でした。 

初めて宇都宮に降り立ったレオ君は、大きなザックを

背にスーツケース、Ｔシャツ姿で現れました。翌日から

県武道館で、剣道連盟の練習会に参加させていただき、

早速、稽古をはじめました。１週間に４日、１日２時間

の稽古です。実は、竹刀のにぎり方も知らない、全くの

初心者で、受け入れを担当した我々ボランテイアも実行

委員として剣道の防具一切から購入するのかと剣道具

店を案内しましたが大変に

高価で、手が出ません。 

そんな中で、事情を察した

宇都宮剣道連盟の有段者ぞ

ろいの剣道場で、皆さんのご

厚意で、お古の胴衣防具を借

りて稽古が始まったのです。 

 

びっくりしたのは、レオ君の剣道に取り組むひたむき

さ、真面目さに、連盟の剣道クラブの皆さんが、感心し、

周りがびっくりする上達ぶり。１か月後には宇都宮剣道

クラブの斉藤７段から、まるでマンツーマンで毎日熱心

な稽古指導が続けられました。みなさんが、ご自分の稽

古をさておいて稽古をつけご指導をいただいたのです。 

そして６月１８日(日)、剣道連盟主催の認定講習会に

於いて、見事「剣道１級」に合格したのでした。 

 

滞在中はホストの皆さん、松重さん、加藤さん、大塚

さんの３家庭で、ご厚意で作っていただいた“お弁当”

に感心したり、日光東照宮や江戸村の忍者に感心した

り、そば打ちにも挑戦し、日本の一般家庭での、日常生

活を初めて体験し、インドや中国での体験とは、ひとあ

じ違ったおもてなしに感動し、すっかり、日本好きにな

ったようでした。 

最後に、フランスでの

再会を誓って、大きく膨

らんだザックと両手いっ

ぱいの荷物、木刀と竹刀

を背に、１年ぶりに、元

気に帰国の途についてゆ

きました。 

 

国際交流のための英会話 
五月女 哲夫 

今年の５月から、「国際交流のための英会話」が、火

曜日の午前中に総合福祉センターで行われています。 

講師の中川先生は、国内ばかりだけでなく海外でも教

鞭をとられた経験豊かな高い指導力をお持ちの先生で

す。毎回の授業は、とても楽しく充実しており、時間が

経つのを忘れるほどです。この中川先生の講座を是非受

講したいという願いで参加申し込みをされた方も多い

と聞いています。 

 学習内容は、教科書に沿って、基礎的な会話、英語の

文法、さらには外国の様々な知識を学ぶことです。先生

は、学習したことが私たちに確実に身に付くように何度

も何度も繰り返し、丁寧に教えてくれます。座って話を

聴くというより、相手と対話しながら、英語力を高めて

いますので、飽きることは全くありません。 

特に、先生はコミュニケ

ーションの大切さを、ゲー

ムや活動を通して、私たち

に体感させてくれます。最

初は、その表現の大きさ

に、とまどい、恥ずかしく

感じましたが、続けていく

うちに、話し相手との距離が急速に近くなっていること

に気付かされます。言語はもちろんのこと、コミュニケ

ーションの重要性を痛感しています。 

 この講座は、７月いっぱいで終了してしまいますが、

皆様にこのよさを知って頂くためにも、継続を強く希望

しております。 

 

                        

右がレオポルド君 
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フェスタｍｙ宇都宮２０１７国際交流ひろば 

  

 

  

 

                         

フェスタｍｙ宇都宮２０１７国際交流ひろばが、５月２１日（日）にバンバ広場にて開催されました。 

 UCIA 各団体の活動紹介や世界各国の料理・民芸品等を販売するブースが１５ブース出店したほか、ステージ

では１４団体による日本伝統芸能や世界の音楽・ダンスなどのパフォーマンスが披露され、楽しい国際交流の１

日となりました。 
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ファインフィールドフェスティバル 2017 

  

平成２９年度通常総会 

齋藤 和子 

６月２５日（日）午後１時から表参道スクエア５階の会

議室において、会員及び役員を含む４７名に加え、来賓と

して市長代理の伊澤敬一市民まちづくり部長及び篠﨑泉

国際交流プラザ所長にご出席いただいて、平成２９年度の

通常総会が開催されました。 

 伊澤部長からは年々増加傾向にある外国人住民とお互

いの文化や価値観の違いを認め合いともに暮らしていく

多文化共生の地域社会の実現の重要性などについてのご

挨拶がありました。 

議案は 

①議案第１号 平成２８年度事業報告（案）及び決算報告

（案）について 

②議案第２号 平成２９年度事業計画（案）及び予算（案）

について 

③議案第３号 役員の選任（案）について 

の３議案です。 

全議案とも、満場一致で原案のとおり承認されました。 

③の議案第３号では、平塚光子理事、吉田修理事、小野義

一理事、岡廣生専務理事・田野實和夫監事の５名が辞任さ

れましたことから、新役員が選任されました。新役員には

斎藤恭輔氏、和久文彦氏、古澤勝司氏（宇都宮市自治会連

合会副会長）、齋藤和子（ＵＣＩＡ事務局長）４名が理事

に、また前田隆氏（宇都宮自治会連合会会計）が監事にそ

れぞれ選出されました。 

２９年度も役員一同、協会の円滑な運営と更なる発展に

向け、誠心誠意努力してまいります。また総会の中でもお

話ししましたように今年度は９月に協会設立２０周年の

記念イベントが予定されておりますので、会員の皆様にお

かれましても、より一層のご支援・ご協力をお願いいたし

ます。 

なお、今年度も、初めての試みである昨年度に引き続き

総会終了後に交流会を「フダンカフェ」で開催したところ、

約５０名の参加を得て、賑やかに開催できました。普段あ

まり交流ができない会員との交流ができてとても良い機

会であったと思います。また、会員として協会活動に対し、

常日頃から感じていることや疑問点について、活発に意見

交換を行っている光景もみられました。最後は全員でふる

さとを合唱し記念撮影なども行い和やかな雰囲気の中で

終了となり、非常に有意義な時間が過ごせたのではないか

と思います。 

                        

ファインフィールドフェスティバル２０１７が、４月２２日(土)と２３日(日)に宇都宮市文化会館で開催されま

した。 

今年度で５回目の実施です。市民（外国人含む）を対象とした大人・子供が共に楽しめるイベントで２日間にわ

たり１００人あまりの人々がイベント会場に足を運んでいただきました。 

日本文化委員会は折り紙・ちぎり絵・お茶のブースのワークショップを出展して参加しました。各ブースとも年

少者からお年寄りまで幅広く体験者がおり、日本文化の良さを再確認していただけたと思います。 
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2017 年 7 月 19 日 第 59 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 
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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 

◆今年度（７月以降）事業概要◆（一部） 
○外国語講座（後期講座は 10月から開講） 

○オークランド市への高校生派遣（7月 28 日～8 月 5 日） 

○オークランド市への中学生派遣（8月 17日～23日） 

○オルレアン市からのインターンシップ生受入（7 月 14 日～8 月 13 日） 

○オルレアン市への青少年派遣（11月 10日～17日） 

○20周年記念「アフリカ音楽コンサート」（8月 20日） 

○世界の絵本を楽しもう（11月 26日） 

○「日本文化ふれあいの会」（2 月） 

○国際交流サロン（毎月第 4土曜日）  

◎協会設立２０周年記念事業概要◎ 

＜記念イベント＞ 

日時：平成２９年９月３０日（土）１０：００～１５：００ 

会場：バンバひろば及び宇都宮市民プラザ５階・６階 

内容：バンバひろば会場 

     ・記念式典 

     ・ステージパフォーマンス 

     ・模擬店 

     ・スタンプラリー 

    市民プラザ会場 

     ・浴衣の着付け体験 

     ・世界のこども遊び 

     ・世界の絵本読み聞かせ 

※記念イベントのほか、 

「２０年の歩みをパネルで紹介」 

「２０周年記念誌」の発行なども

計画しています。 

 

※記念イベント当日などで実行委員

としてお手伝いいただける協力者

を募集します。ご協力いただける

方は事務局へご連絡ください。 

mailto:ukokukyo@cocoa.ocn.ne.jp

