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ワインとシャンソンに酔いしれた会場 

今年のボジョレヌーヴォー 

シャンソン歌手・倉井さん 
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今年で５回目！ 

恒例となった「ボジョレヌーヴォーを楽しむ会」 
実行委員長 丸山 秀彦 

姉妹都市交流委員会の自主事業として企画した「ボジ

ョレヌーヴォーを楽しむ会」。 

 

世界中で一番早く日本で楽しめると言うワインの新

酒、それを解禁日に味わおうと始めた「ボジョレヌーヴ

ォーを楽しむ会」、初回はワインに力を入れ過ぎて料理

が少なく、お客さんからクレーム続出で、不評だったこ

の事業、実行委員会で検討の上、会場側と協議を重ねて

実施して、今回で５回目の開催となりました。 

  

今年は、１１月２１日(木)、会場は、昨年に引き続い

て駅東のアパホテルの１０階の「ロイヤルホール」で、

定員を８０名として、会員だけでなく一般からも参加を

呼び掛けて、今回も満席となる人気の事業となりまし

た。 

 

新種のワインは、今回も山仁酒店にご尽力頂いて４種

のヌーボーを予約、直輸入で取り寄せ、着席指定席で、

料理は、ワインに合わせたフランス風料理、それに今回

は、フランス・パリや東京のパリ祭等にも出演されてい

るシャンソン歌手の倉井克幸さんをお迎えいたしまし

たが、シャンソンばかりでなく、おしゃべりも楽しく、

会場からは、アンコールの声も上がる楽しいステージと

なりました。 

また、ワインを楽しむには、色々作法があるようです

が、お酒やビールのようにお酌して注いで回るのではな

く、注ぐときグラスは手に持たないとか、自分で手酌は

しないとか、実行委員が、にわか仕込みで給仕をして、

皆さんに楽しいワインの飲み方について、色々ご協力を

いただき、ありがとうございました。 

 

お陰様でワインも料理もシャンソンや福引などのア

トラクションも、参加者の皆さんには、大いに楽しんで

いただけたようで、実行委員一同、よかったよかったと

ひと安心したところです。 

 

我々の姉妹都市交流委員会で担当する事業は、派遣や

受け入れなどの姉妹都市交流事業が中心ですが、今回の

ような一般の皆さんにも、気楽に参加し楽しんでいただ

ける事業も、協会活動のＰＲの意味でも、これからは、

大いに計画実施していければと感じているところです。 

 

 

今回の「ボジョレヌーヴォーを楽しむ会」にも、新し

く会員の方が実行委員として役割分担し大変ご活躍い

ただき楽しんでいただきました。 

この記事をご覧になった会員の皆さんも、これからの

事業に、是非実行委員として、新しい事業の展開に、ご

一緒に楽しんでみませんか！ 

皆さんのご参加ご支援ご協力をお待ちしております。 

 

アンコールでさらに盛り上がった会場 

                        

 

シャンソンを聴きながら 4 種のワインを堪能しました 

 

みなさん、お疲れ様でした！ 
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 世界の絵本を楽しもう 

実行委員長 阿部 早苗 

今年は、記念すべき第１０回目となった「世界の絵本

を楽しもう」ですが、東図書館周辺の事情により、会場

を南図書館サザンクロスホールに移しての開催となり

ました。（開催日：１１月１７日（日）） 

初めての場所であり、今までに経験したことのない大

きな会場での開催ということで、入念な事前打ち合わせ

を何度も行いました。 

 

 参加国は、イラン・ドイツ・中国・ジャマイカの４ヶ

国。各国の紹介や絵本の読み聞かせなどは、例年通りネ

イティブの方々やボランティアの方々のご協力で、スム

ーズに準備が進められました。 

広い会場には舞台がありましたが、ネイティブの方々

と子どもたちが近くで楽しめるように、あえて舞台下で

の読み聞かせとしました。 

ひな壇型の客席にもたくさんのお客様が座られ、絵本

の画像は舞台奥に大きく映し出され、読み聞かせにはマ

イクを使用しました。 

 

今回はイランのセタールという楽器の演奏も入り、ネ

イティブの方々と触れ合えるゲームも音楽を活用し、大

きな会場ならではの演出も加えられました。 

 場所を変えての開催ということで、参加者の人数も心

配されましたが、チラシの配布地域なども変更し、おか

げさまで１００名を超えるお客様に恵まれました。 

 

アンケートには「楽しかった。また参加したい」等、

嬉しいご感想をいただきました。 

ネイティブの皆様、ボランティアスタッフの皆様、南

図書館・東図書館のスタッフの皆様、大変お世話になり

ました。来年度は会場を東図書館に戻し、１１月２９日

(日)の開催となります（予定）。 

 

 
世界の絵本を楽しもう実行委員・協力者のみなさん 

                         

 

ドイツの絵本紹介 

 

中国の絵本紹介 

 
ジャマイカの絵本紹介 

 

イランの絵本紹介 
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実行委員長 和久 文彦 

 オルレアン市への青少年派遣事業は、宇都宮市が同市

と姉妹都市として提携した１９８９年以来、両市の交流

事業の主要事業として、宇都宮市が計画し、オルレアン

市当局の支援をいただいて、毎年実施している事業であ

ります。 

 

 この事業は、オルレアン市の滞在中は、オルレアン市

民の家庭にホームステイをしながら、大学高校などでの

授業の体験や企業などの訪問に加え、世界遺産であるロ

ワール川の古城めぐりや施設見学などを盛り込んだ内容

となっており、高校生以上３０歳未満の次代を担う青少

年を対象とした、ユニークな事業として評価されており

ます。 

 

今回の派遣は２３回目となりましたが、市役所からの

引率者を含め１５名の派遣（内大学生１名）となり、近

年になく多くの参加者となりました。派遣生の中には、

英語ばかりでなくフランス語を学んできた高校生もお

り、事前研修を担当する我々としても時代の変化を実感

するところです。 

 

 派遣生たちは、現地で日本とフランスの歌を披露しま

すが、今回は日本の歌はグループ「嵐」が歌う「ふるさ

と」を選んだほか、フランス語の歌としては、従来はフ

ランスの童謡の選曲でしたが、昨年宇都宮市を訪問した

オルレアン市からの高校生訪問団が歌った「オー・シャ

ンゼリゼ」を歌うことにし、事前研修会での毎回の特訓

により、オルレアン市での公式レセプションではフラン

ス人と大合唱となり、大きな拍手をいただいたことは、

派遣生たちの大きな自信となったことと思います。 

 

 さて、派遣生はどの様な思いで帰国したのでしょう

か？ 

１５名は日程通りに元気いっぱいに帰国し、帰国報告

会では「フランスの高校の授業で強く感じたのは、自分

たちが本当に知りたい授業を学んでいることでした。」

と市長に堂々と印象を報告しておりました。 

これは単なる「変化でもなく」「驚きでもなく」本質

を見抜こうとする若者の「大きな成長」ではないでしょ

うか？ 

 

 帰国後作成した報告書では、不自由なフランス語にも

かかわらず、学校、ホストファミリー、歴史的建造物の

見学、料理、デザート、友達、気持ちの変化も含めて自

由に書かれております。 

県内の高校では大学入試のため、英語のみを外国語と

して学習していますが、多文化共生都市を目指す宇都宮

市としては、学校でも英語以外の外国語の履修の検討を

開始すべき時を迎えているのではないでしょうか？  

 

入試では関係ないと思われるフランス語を少しでも学

び、フランスのホストファミリーに勇気を持って飛び込

み、フランスの学校に通い、フランスの友達を作るとい

う、この若者たちの勇気と好奇心と探究心に、ここに改

めて敬意を表したいと思います。 

 

 

 書道の研修 

 

オルレアン市についての研修 

 

結団式 手塚副市長を表敬訪問 

 

自己紹介等の研修 

                         

 

合唱の練習 

 

フランス語の研修 

 

 第 1 回目の研修の様子 
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日本文化ふれあいの会 
実行委員長 斉藤 恭輔 

「ＮＰＯ法人宇都宮市国際交流協会」が設立されて、

２３年目を迎えた２月１６日の日曜日、市役所１４階の

大会議室をお借りして、今年も最大のイベントである

「日本文化ふれあいの会」を開催しました。 

 私が、この会に参加してから５年、実行委員長として

４年目を迎えました。 

 市内及び近郊に住んでいる外国人や日本人が毎年２

００名余以上参加して、入場者が楽しく体験できる茶

道、華道などブースの展示、ステージアトラクションな

ど、日本文化にふれてもらうことができました。 

 

 

実は、開催にあたり一つ心配事がありました。それは

朝から雨模様で、またマスコミをにぎわせている「新型

ウイルス問題」で、例年通りの来客数は無理ではとの懸

念でした。 

 予想通り、今年の総入場者数は去年に比べて大分減っ

てしまいましたが、相変わらず大人気の「外国人による

着物ショー」ともいうべき着物の着付けは大盛況で、応

募者が朝から並びました。 

 

また、ステージアトラクションの「和太鼓」では希望

者に太鼓を叩いてもらう趣向があり、外国人の子どもた

ちも参加してくれ

て大変盛り上がり、

例年通りの会にな

れたと自負してお

ります。 

 来年も今年同様、

開催できるよう事

務局スタッフ一同

頑張るつもりです。 

 

 

  

 

ミニわらじ体験 

                        

 

花嫁行列 
 

ちぎり絵体験 

 

華道体験 

 

和太鼓体験 

 

書道体験 
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日本料理教室 
参加者 阿部 ゆき 

令和元年１１月１０日（日）に日本料理教室が、総合

コミュニティセンター（明保野町）で行われました。 

主に外国の方の参加者が多く、長い間県内に住まわれ

ている方や研修のために県内にお住まいになっている

方などが集い、なごやかな雰囲気にて行われました。 

 

 当日のメニューはお寿司です。海外の人たちには珍し

いホームパーティを思わせるような、お米を使ったデコ

レーションケーキのお寿司が出来上がりました。 

 

「ワー、ステキ！」思わず歓声が沸きました。茶巾寿

司やちらし寿司、お米のロールケーキなどクリスマスや

お正月にもお薦めです。みんなとても美味しそうに召し

上がっていました。 

 

２０２０年夏季東京五輪・パラリンピックが日本で開

催されます。 

来宇されたお客様に是非我が家の自慢料理として、ヘ

ルシーで健康的な日本の家庭料理としておもてなしく

ださい。 

 来年もお友達をお誘い

のうえ、是非ご参加くだ

さい。楽しみにお待ちし

ております。企画された

皆様にお礼を申し上げま

す。 

 

外国人のための日本語教室 
実行委員 佐々木 史郎 

 日本語教室のボランティアとなって、もうすぐ２年に

なります。 

これまでお相手してきたのは、日本語能力試験で既に

N１や N２をとった人ばかりなので、コミュニケーション

は比較的楽ですが、それでも説明に詰まるのはしょっち

ゅうです。 

 

先日は「きらきら」と「ぴかぴか」の違いを尋ねられ、

共通する部分と使い分けを要する部分を例示していく

うちに、頭の中がごちゃごちゃしてしまいました。また、

「～に乗る」や「～に会う」は、なぜ「～を」ではなく

て「～に」になるのかという説明も難題でした。 

 

たしかに、英語の「take」、「see」や中国語の「坐」、

「見」の用法を見ると、直接目的語を伴う他動詞には、

「～に」よりも「～を」の方がしっくりきそうです。 

日本語と文法的に近い韓国語でも、「車を乗る」、「友

だちを会う」という言い方になるので、日本語の方が変

に見えてきて、説明がぐらついてしまいます。 

こういう経験を続けていて、ふと高校時代の英語の授

業を思い出しました。 

 

「われわれはなぜ英語を学ぶべきか」。先生のこの問

いかけに、生徒たちからは「外国との交流で役に立つか

ら」など、実用重視の答えがひとしきり続きましたが、

そのあとのお話はこうでした。 

 

「外国語によるものの見方・考え方を知ると、今まで

気づかなかった日本が見えてくる」。あれから５０余年

たった今、この言葉に少しだけ近づけたような気もしま

す。 

 

 

みなさん、お疲れ様でした！ 
 

分担して調理 

 

日本料理に挑戦 

 
日本語の説明は難しい 
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イタリア語講座 

受講者 伊藤 藤昭 

イタリアと言えば、パスタやピザ、リゾット、スウィー

ツではティラミスやジェラート、コーヒーはエスプレッ

ソ、カフェラテ、カプチーノ・・・。 

 

料理以外にも “チャオ”は挨拶の言葉だということも

知られています。 

イタリアを舞台にした映画なら『ローマの休日』、『ニュ

ー・シネマ・パラダイス』・・・。 

 

このように私達の生活に意外と身近なイタリア。 

そのイタリアの言葉をこの４月からアルファベットの

発音の仕方、数の数え方から始まり、買い物の時、レスト

ランでの食事の時、道を尋ねる時、病気になった時など、

旅行に役立つ会話とイタリア文化を交えつつ楽しく学ん

でみませんか？ 

先生はイタリア人でトリノやスイスに近いところの出

身で、陽気でクラスはいつも笑い声が絶えません。 

楽しい「みんなの中国語」 

受講者 矢口 恭子 

ニイハオ！と扉を開けると教室内には既に楽しそうな

声。授業前に先生と雑談をしていると、中国語の単語が

次々に白板に並んでいきます。中国のお土産、食べ物、ク

リスマスや新年の挨拶、インフルエンザに病気の症状

等々、私達の日常生活に関わる話題が多いです。 

 

中国語の授業は毎週木曜日１８：３０から１時間半。山

口信子先生はハルビンご出身の中国人、日本語もとてもお

上手です。 

授業はテキストにこだわらず日常使えるフレーズを習

ったり、中国語のクリスマスの歌を歌ったりすることもあ

ります。 

中国語で「星巴克」がスターバックス、「便利店」がコ

ンビニエンスストア、「奥利温路」はオリオン通り、と教

えて頂くと、へぇーと驚いたり、なるほどと納得したりし

ます。また、ペアで行なう会話練習で発音・四声がちょっ

とわからず戸惑っていると、先生がすぐに来て直してくだ

さいます。明るく元気溌剌な先生の声が教室内に響き和気

あいあいとした授業です。 

９名の生徒の皆さんは、仕事帰りの方、就職前の学生さ

ん、定年退職された方、中国旅行が大好きな方、中国人を

生徒に持つ日本語の先生等様々で、中国語学習の目的も異

なりますが、皆楽しく受講しています。 

私も今年のオリンピック・ボランティアに参加する予定

ですので、少しでも学んだ中国語が活かせればよいなと思

って頑張っています。快楽（楽しい）！ 加油（頑張れ）！ 

 

 

 

山口先生を囲んで 

 

マッテオ先生を囲んで 

 

授業風景 
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井上総合印刷様 広告 

。 

                        

奇数月に情報誌を
お送りします。 

 

2020 年 3 月 8 日 第 67 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/ 

会員になりますと、 
以下の特典があります。 

国名 

2018 年 

人口 （％） 

総数 9,530 100.0 

 中国 2,564 26.9 

 ベトナム 1,461 15.3 

 韓国 960 10.1 

 フィリピン 745 7.8 

 タイ 676 7.1 

 台湾 525 5.5 

 

 

 

 
〒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 

 

 

 
 

 

 

 

 ネパール 445 4.7 

 ブラジル 437 4.6 

 スリランカ 305 3.2 

 米国 217 2.3 

 ペルー 205 2.2 

 インド 195 2.0 

 インドネシア 122 1.3 

 マレーシア 73 0.8 

 パキスタン 67 0.7 

 

 

 
 

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。 

英国 56 0.6 

朝鮮 55 0.6 

モンゴル 50 0.5 

カナダ 49 0.5 

 イラン 41 0.4 

 ミャンマー 30 0.3 

 バングラデシュ 23 0.2 

 その他 229 2.4 

 外国人割合（％） 1.8 ― 

 

◆令和２年度の事業予定◆（一部） 

 
○外国人のための日本語教室（通年） 

○東京五輪に向けて 始めよう外国語講座（４月開講） 

〇フェスタｍｙ宇都宮 2020国際交流ひろば（５月１７日） 

○姉妹都市との交流事業（派遣４事業、受入３事業） 

〇施設工場見学会（１２月予定） 

○日本文化ふれあいの会（２月） 

〇バスツアー（時期未定） 

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） 

2018年12月末日現在 

（参考資料：市民課） 
宇都宮市に住む国籍別外国人人口 

mailto:ukokukyo@cocoa.ocn.ne.jp

