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ハイキング＆バーベキューの集い 
参加者 山口 崇 

 １０月６日の日曜日に、宇都宮市冒険活動センター

で、ハイキング＆バーベキューの集いが催されました。

たくさんの国の方々が参加をしてくださいました（中

国・アメリカ・ベトナム・イタリア・フィリピン・日本）。

 

当日の朝は久しぶりの雨で活動が心配されましたが、

現地に到着するころにはすっかり止みあがりました。 

吊り橋を渡って洞窟に入るハイキングも、無事に楽し

くできました。 

何といってもメインのバーベキューが最高でした。ま

きを割って火を起こし、野菜の下ごしらえをするなど、

みんなで協力して作った料理はすばらしくおいしかっ

たです。 

 

おいしい料理は自然と会話も弾みますね！食後の自

由時間では、子供たちは小川に生息する小さな生き物を

採集することに夢中！ 

大人たちも負けまいと、童心に帰ったような気持ちで

ジェスチャーゲームを楽しんでいました。 

 

すてきなイベントを企画・運営していただいた国際交

流協会の皆様方、すてきな時間をありがとうございまし

た。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
吊り橋体験 

 
ジェスチャーゲームで国際交流 

                       

 
準備もみんなで楽しく 

 
待ちに待ったバーベキュー！ 
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多文化共生理解のための 
 映画上映会＆座談会 ～移動する「家族」～ 

事務局員 李 英淑

２０１９年７月２８日（日）、当協会主催の「移動す

る家族」映画上映会＆座談会に協会のスタッフとして参

加しました。 

 

最初の映画会では国境を越えて移住し、異国の地で生

活しているそれぞれ５人の人々の生活を描いたドキュ

メンタリー作品が紹介されました。 

３０分の上映会の後、参加者は５つのグループに分か

れて３０分間グループディスカッションとフリートー

キングを行いました。 

 

参加者達はドキュメンタリー映画を鑑賞後の感想と、

異国の日本の生活の中で感じたことなど自分の経験談

を率直に語ってくれました。 

自分も参加者の皆様と共感できる部分が多かったの

で、イランのご家族のグループに入って皆様と一緒にデ

ィスカッションタイムに加わりました。 

 

私は中国の５５の少数民族の一つである「朝鮮族」と

して中国で生まれ育ちました。小さい時から家庭の中で

両親とは韓国語で交流していましたが、一歩外に出かけ

ると中国語を使う環境にて育ちました。 

中国で大学を卒業後、日本に留学してからもう２０年

以上の歳月が経ちます。３年前からは母親が自分の母国

である韓国に移住して老後を過ごすことになりました。

 

毎年、私は子供たちを連れて母親が暮らしている韓国

と、兄弟や友人が住んでいる中国を訪問しています。兄

弟が住んでいる中国も、両親が住んでいる韓国も、また

今現在主人と子供たちと一緒に暮らしている日本も、私

にとってはとても大切で特別な国です。 

 

今日のドキュメンタリー映画

を通して私は「家族」についても

う一度真剣に考えてみることが

できました。 

私の中で「家族」とは、国境を

越えていくら離れ離れになって

も、常に心の絆が繋がっていて、

喜びも悲しみも分かち合えるか

けがえのない存在です。 

 

昔はお手紙または国際電話で異国の家族と連絡を交

わしましたが、最近はスマートフォンのビデオ電話で

日々連絡を取り合っています。お互いの健康状態と日常

的な詳細なことまで、家族だからこそ出来るいろんな相

談話もしています。 

その中で、離れていながらもいつもありのままの自分

を無条件で受け入れてくれる家族がいることに幸せを

感じています。 

 

また、今の世代だけでなく、次の世代でも国境を越え

て異国に住んでいる家族との繋がりを維持していく為

には、母語またはその国の言語でお互いに意思疎通がで

きるようなコミュニケーション能力も大事だと思いま

す。 

そこで私は子供達が小さい頃から日本語はもちろん

中国語、韓国語、英語の絵本の読み聞かせ等を通して、

それぞれの国の言葉、文字、文化、風習などが自然に身

につくように心掛けてきました。 

そのおかげで今、子供たちは祖父母を含む韓国や中国

の親戚と何も不自由なくコミュニケーションを取りな

がら絆を深めています。 

お互いに異国で暮らしていながらも無限の愛で私達

を支えてくれる家族にはいつも感謝の気持ちでいっぱ

いです。これからも世界のどの国で生活していても家族

の縁を忘れず、大切にしていきたいと思っています。 

皆様も幸せな家庭を築き上げていくことを願ってお

ります。 

 

                        

グループディスカッションの様子 
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副実行委員長 丸山 秀彦 

 姉妹都市への中学２年生の派遣事業は、多くの市民の

皆さんが今年はうちの子を、と心待ちにしている事業と

なりました。 

 

 今年で、最初にニュージーランドのマヌカウ市と姉妹

都市提携したのは１９８２年、今から３７年前ですが、

オークランド市となってからも派遣は続けられ、今回は

３１回目となりますが、相変わらずの人気で、面接選考

の上、選ばれた派遣生は１５名(内男子５名)、市職員の

団長さん他２名で引率を担当され、６月１３日(木)に保

護者同伴の事前説明会を実施して、５回の事前研修を経

て、宇都宮の中学生の代表として、８月１８日(日)から

２５日(日)までの８日間、訪問先のオークランドではホ

ームステイを楽しみながら、現地で学校体験し、多くの

ニュージーランドの学生と交流を深め、市内の博物館や

スカイタワー等の観光を楽しむなど、多くの体験をして

元気に帰国されました。 

事前研修を始めた時には、それぞれ学校の違う派遣生

との研修に戸惑った様子もありましたが、団長さんをは

じめ引率の皆さんの指導やサポートを受けて、ニュージ

ーランドの歌の練習なども、積極的に取り組んで、現地

では４００名を超えるホールでも、練習の成果を披露し

喝采を受けたとの報告もあり、研修を担当した新しい実

行委員のみなさんも、初めての研修で緊張したり、ホッ

として研修の成果をよろこんだり、今年は暑い夏日の連

続で、ボランティアでの毎週末の研修は、本当にご苦労

様でした。 

 実行委員一同、参加した派遣生の皆さんが、今回の派

遣参加をスタート台として、これからの人生に大いに役

立ててほしいと願っております。 

オークランド市への高校生派遣に思う 
実行委員長 和久 文彦 

今年も、今では恒例となっている市からの受託事業の

「オークランド市への高校性派遣事業」を、７月２５日

から８月２日まで９日間、１０名派遣実施いたしました。

併せて７月には、ニュージーランド・オークランド市に

中学生１４名を派遣し、そのほかに、アメリカ合衆国オ

クラホマ州・タルサ市に中学生２０名、さらにフランス・

オルレアン市に青少年を１４名、いずれも市の職員を引

率者として派遣を計画しております。 

私たち実行委員会では、これら事業の派遣にあたって

は、その都度、事前研修を実施し、宇都宮市についてを

はじめ、訪問先の都市についてや、相手先の語学研修、

相手先言語での自己紹介、日本文化研修（折り紙や書道

等）、ホームステイの心得や、日本語と相手先原語での

歌等を研修して、毎回、送りだしておりますが、この３

都市は、いずれも受け入れ先の学校に日本語教室があり、

派遣生たちは、日本語で現地の学生と交流を深めること

が出来て、人気のあるプログラムになっています。 

 

今回は、初めてオークランド市の受け入れ校から担当

者が来宇し、派遣生との事前交流を深めたり、また英会

話についても在宇都宮のニュージーランド人の方に支援

していただき、歌は原住民のマオリ語の歌「ポカレカレ

アナ」の練習も積極的に取り組み、現地の本番では非常

に好評だったと、うれしい報告がありました。 

 

今回の派遣生の活動ぶりを見ても、これからは、市の

グローバル化を深化させる活動として異なる文化や言語

を認め合い、異文化間のコミュニケーションを密にしよ

うとする、多文化共生の事業を推し進めることが、協会

の各委員会での、大きな課題といえるのではないでしょ

うか。 

今回のラグビーワールドカップ日本大会では、各地で

世界の各チームの「国歌」を観客が一緒に原語で歌った

り、日常的な宿泊地での「おもてなし」が日本の評判を

高めているとの報道に接し、今回の派遣事業を担当して、

宇都宮の若人が、

今後、世界の若人

とパスを回し、目

標に向かってく

れるのか楽しみ

にしています。 

 

 

結団式 手塚副市長を囲んで 

事前研修会に臨む派遣生たち

結団式 手塚副市長を囲んで 
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オルレアン市日仏協会メンバーの受け入れを実施して 
副実行委員長 丸山 秀彦 

８月の初め、暑い日が続いていた中で、市の国際交流

プラザの川俣所長から、今回、急遽ですが、オルレアン

の日仏協会の皆さん４名が宇都宮を訪れたいと申し入

れがあり、市の委託事業として受け入れて欲しいと申し

入れがありました。 

私達、姉妹都市交流委員会としては、５月に市民訪問

団としてオルレアンを訪れ３０周年記念の調印式やジ

ャンヌ・ダルク祭に参加し、オルレアンの日仏協会の皆

さんには大変お世話になってきたばかりであり、早速、

その時の実行委員会のメンバーで受け入れを担当する

こととしたのでした。 

折から、宇都宮市からも、恒例のオルレアン市への青

少年派遣事業の事前研修を担当していたときでありま

したが、ホストファミリィ委員会の皆さんにもお願い

し、９月１７日(火）から２４日(火)までの８日間の受

け入れを実施いたしました。 

 

来日したオルレアン日仏協会の皆さんは女性３名、男

子１名の４名、ホームステイを楽しみながら、佐藤栄一

宇都宮市長表敬、宇都宮城址公園や大谷等の市内観光、

日光では、中禅寺湖畔の立木観音を参拝、華厳の滝に歓

声を挙げ、いろは坂にびっくり、新装になった世界遺産

の輪王寺三仏堂の荘厳さ、東照宮のきらびやかな装飾に

びっくり、感嘆されていました。 

益子では、陶芸家の工房で、ろくろを回して焼き物に

挑戦したり、伝統的な日本文化である茶道や書道を体験

し、盛り沢山な一週間、日本文化を堪能し、最後のお別

れ会では、これからオルレアンを訪問する青少年派遣生

の皆さんとも交流を深め日本の“おもてなし”に感激し、

あっという間に帰国されました。 

 

受け入れを企画し実施した実行委員の皆さんも、１週

間行動を共にし、姉妹都市交流事業としての“おもてな

し”を進める中で、忙しいなかでしたが、“与える喜び”

を体験し、多くのものを得たのではないでしょうか！！

本当に、ご苦労さまでした。 

 

華厳の滝 

 
佐藤市長を表敬訪問 

 
平和観音 

                       

 
轆轤（ろくろ）体験 

 
足が痺れた茶道体験

 
書道体験 

 
日本酒で乾杯
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施設工場見学会 in HONDA 
実行委員 枝 典男 

昨年参加者のアンケートより、自動車工場見学の希望

が多かったため今回は７月２日に HONDA の埼玉製作

所に行き、その後川越と渡良瀬遊水地に行くコースとし

ました。 

 

 台湾、ブラジル、韓国、フィリピン及び中国の８名の

外国人を含んだ２７名の参加者は、埼玉県狭山市にある

HONDA の埼玉制作所に行きました。 

 

この完成車工場は１９６４年につくられ、エンジン、

プレス、溶接、塗装、各種部品の取り付け、エンジン搭

載や完成車の検査まで一貫生産を行っている工場です。

 

入り口に入ると昔のシビックや大型バイクが展示さ

れており、年配の方は懐かしい思いを持ったかと思いま

す。 

 

会議室で工場の方から工程の概要の説明を受けたの

ち、各現場に入って目の前を流れている車を見ながら、

フレームに、ドアやタイヤ等が次々と付けられ、車とな

ってゆく過程をよく見ることができました。 

 

その後工場の方との質問時間があり、車の部品点数、

女性の働き方、ロボットの効率化、外国人の採用等の質

問に答えて頂き、車を作る複雑さ、大変さがわかりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に小江戸と呼ばれている川越に行き、英語、中国語、

韓国語、スペイン語等で書かれた観光地図を片手に、地

元のボランティアガイドの方に、川越の名所である時の

鐘などの説明を聞き、また川越は鰻と薩摩芋が名物で、

芋饅頭や、天気が良く暑い日だったので芋が入ったアイ

スクリームを食べ、食べているところを写真に撮ったり

して交流しながら歩きました。 

 

次に、渡良瀬遊水地の道の駅につき、目の前に広がる

遊水地や周りにひろがる緑をみて、疲れた体が休まるの

を感じました。 

 

今回は見るところを３箇所としたので、ゆったりと見

学や散策ができてよかったという参加者からの感想が

ありました。週末に日本語能力試験があったので、参加

できなかった人もいたので、次回はこれを考慮する事が

反省材料の一つでした。 

 

 

 

 

 
緑広がる渡良瀬遊水地 

 
小江戸・川越の名所 時の鐘 

HONDA で記念撮影 

                        



Utsunomiya City International Association 

 

7 
 

韓国語初級 
受講者 早川 淑子 

アンニョンハセヨ！ 

韓国語講座は毎週月曜日の夕方に１時間半で行なわれ

ています。 

 韓国出身の金先生はとてもお洒落で、授業中の説明には

漢字も使いこなす素敵な先生です。 

 

生徒は幅広い年齢層の方々がおり、韓国ドラマや

K-POP が好きな人たちが集まっています。 

 好きな俳優や歌手の話す韓国語を理解しようとみなさ

ん熱心に授業を受けています。 

 

 先生が授業の中で一番重視してくださるところは発音

です。 

 韓国語には日本語にはないパッチムというものがあり、

発音がとても難しいのです。 

 先生の韓国語を聞きながら直接指導していただけるの

でとても勉強になります。 

 

授業は基本的に教科書を使いますが、時々韓国の歌を歌

ったり、物語を読んだりもします。 

  

また、韓国のお正月遊びであるユンノリという双六のよ

うな遊びをみんなで楽しくやったことや、先生のチマチョ

ゴリをお借りして着せていただいたこともあります。 

  

初めて着る美しいチマチョゴリは、誰が着ても似合い、

とても嬉しい経験になりました。 

 このように語学だけでなく、韓国の文化も教えていただ

きながら楽しく勉強しています。 

 

「かっこいい！ドイツ語初級」で楽しく学べる幸せ 
クラススタッフ 中山 育代 

「かっこいいドイツ語」は、週１回水曜の１０：３０～

１２：００に受講生１０名で和気あいあいと楽しく学んで

います。 

授業ではオーストリア出身の熊谷モニカ先生からネイ

ティブの発音や会話、文法の他、ヨーロッパの文化、生活、

生きた言葉などを学べます。 

 

タイトルに「かっこいい」とありますが、実際は大人に

なってから学ぶ外国語ですし、日本で聞いたり話したりす

る機会がほとんど無い言語ですから、なかなか「かっこよ

く」はしゃべれませんが、先生がとにかく明るく親切で授

業中に空気が固まることは一切なく、自由に質問や発言が

出来る雰囲気です。 

 

中学の時からやってきた英語と違って出来なくて当然、

間違えても全然恥ずかしくない、と堂々としていられるの

も魅力。 

 

さらにモニカ先生は演奏活動をされているヴァイオリ

ニストでもあるので音楽のお話も聞けます。 

ずっと継続して受講している方も多く、出席率も極めて

高いという特長があるのは、それだけ授業に来るのが楽し

い雰囲気だということです。 

今後ますますドイツ語のお仲間が増えていくことは、私

達クラス全体の喜びであり幸せです。 

金先生の熱い授業 

モニカ先生を囲んで楽しく授業 
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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。 

お知らせ 

日本文化きもの着付け体験 

台風１９号の影響のため中止 

 

１０月１３日（日）に着物を着て二荒山神社などを

散策するきもの着付け体験は、台風１９号に伴う悪天

候のため中止となりました。 

 

今回は残念ながら開催できませんでしたが、来年の

開催を楽しみにしていてください。なお、２月には「日

本文化ふれあいの会」を開催し、そこでもきもの着付

けの体験ができますので、ご期待ください。 

 

日本文化ふれあいの会２０２０ 

開催します！ 

 

「日本文化ふれあいの会２０２０」を下記のとおり

開催します。 

日時：令和２年２月１６日（日） 

１０：００～１４：００ 

会場：宇都宮市役所１４階大会議室 

 内容：茶道・華道・書道などのブースのほか、和太

鼓や津軽三味線などのパフォーマンスもご

覧いただけます。詳しくは、UCIA までお問

い合わせください。 

�

 
〒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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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。 

◆令和元年度の事業予定◆（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（後期講座） 

○姉妹都市との交流事業（１１月オルレアン青少年派遣、

３月タルサ中学生派遣） 

○日本文化ふれあいの会（２月１６日） 

〇アフリカ音楽コンサート（３月２４日） 

〇世界料理教室（３月ごろ） 

〇バスツアー（３月ごろ） 

〇国際交流サロン（毎月第４土曜日） 

〇ボランティア通訳のための月例英語研修会（毎月第３・４土曜日） 


