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1日中に夏と冬！南極
　　　　　　　　萩山町　野々部　寛

2000年の1月､遠い遠い旅に出掛けた。成田からアト
ランタを経て､マイアミで1泊､ブエノスアイレスで給油
し､アルゼンチンの先端ウシュワイヤまでの飛行時間は
35時間。着いたのは3日目の夜だった。夏の季節なのに
周囲の山には雪が積もっていた。南極クルーズ船マルコ
ポーロは2万トン。簡単な防氷装置や､スタビライザー
ヘリ（自動安定装置つきヘリ）も2機搭載していた。夕
食を食べている間に動き出した。真夜中頃から上下の動
きが伝わってきた。朝昼夜の食事にくる人がだんだん減
ってきた。廊下、階段、エレベーターにビニール袋がぶ
ら下げてあった。ドレーク海峡を渡る33時間をじっと
耐えた。シャワールームの水が仕切りを乗り越えて部屋
へ流れ込んだ。そんな時突然時間が止まった。エンジン

の音も聞こえない。真っ白と真っ青の世界を漂っていた。
南極半島近くのデセプション島に到着した。火山島で火
口の中に浮かんでいた。聞こえてくるのは海鳥の声のみ
だ。二重の手袋と靴下､その中にホッカイロ、オーバー
ズボン、紐で縛る魚釣り用の大型長靴､羽毛入りのヤッ
ケ。防寒対策万全で下船した。太陽が照ると5・6度で
も暑い。曇ると間もなく雪が降ってくる。夏と冬が交互
に、しかもいつ変わるか予測がつかないし､体もついて
いけない。夜は11時を過ぎても明るいし､午前3時前に
明るくなっている。いつ寝るのか。おまけに時差が絡ん
でくる。早朝に甲板のウォーキングをしているのは日本
人のみ。外国人は皆就寝中。フィリピンの船員がデッキ
の椅子や手摺りに付いた鳥の糞の掃除をしていた。彼ら
は11カ月働いて1カ月の休みをもらって家に帰るとか。
毎朝の挨拶を交わすうち仲良くなった。熱いコーヒーを
一緒に飲みながらのおしゃべりも楽しかった。

南極 



豊川市はフィリピン･
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夢の旅へ 
　出かけよう ！！ 

あなたの身近に 
「ベスト」なひまわり 

旅行のお問い合わせ・お申し込みは 

旅行センター 

ひと・夢・いいね。  

です。パビリオンの外観や内装にココナツがたくさん取
り入れられていました。一番の見所は、ココナツででき
た直径7ｍの球体構造の施設「香りの繭」。中に入ると
バナナの繊維でできているというソファーがあり、2階
ではエッセンスオイルやハーブなどの香りを楽しむこと
ができました。私たちはオイルをたくさん手に塗ってし
まい、その臭いのきつ
さに参ってしまいまし
た。香りをプンプンさ
せながらの1日になっ
てしまいました。少量
ですとたいへん良い香
りで体にもいいようで
す。サンパギタンエッ
センスでのマッサージ
が無料で体験でき、体
験した人によるとたいへん気持ちがよいそうです。そこ
から出てウスボン(“芽生え”で11コーナー )、ウグナ
イ(“結ぶ”で5コーナー )などで装飾品・土器・茶器一式・
帽子などのめずらしい品々が展示してありました。中で
も直径1㎝以上はある真珠は見事です。外に出て写真を
写しているとロスヴィ・Ｃ・ガエトスさんＥＸＰＯ事務
総長とソリアーナさんにお会いしました。彼女はフィリ
ピン館責任者でフィリピン訪問旅行に行った方はお世話
になったようです。皆で記念写真を撮りました。
　お昼はトルコ料理を食べました。並んでいる間に食べ
たのびるトルコアイスはお餅？マシュマロ？のよう、も
っちりしていておいしかったです。
　グローバル・ループを通りコモン2・3・4の外国パビ
リオンを見学、映像やパネルなどいろいろと工夫して、
それぞれ自国の紹介をしていました。民族衣装を着た人
もいました。パフォーマンスやダンスを見せてくれそう
です。音楽も流れていました。人気パビリオンに入らな
くても十分に丸一日楽しめました。ところで、協会では
万博を盛り上げるため、料理交流会（6月）などを企画して
います。ぜひ参加してください。また、会場に行った際
には、フィリピン館ペルー館へぜひ立ち寄ってください。

フィリピン館の“ウリ”（再び）
コーナーに展示されている鉄の
“舌”があるココナツおろし器。

ガエトスさん（前列真ん中）と
ソリアーノさん（後列右端）記
念撮影。前列左端が白井さん。

いよいよ開幕
　万博は去る3月25日開幕しました。もう見学された

方も多いと思いますが、わがニュースレター部会では3

月20日行われた行政関係者や出演予定者向けの内覧会

に白井紀味代さんを派遣して、本号のために一足早く会

場を見てきてもらいました。

ニュースレター部会　　白井紀味代

　内覧会のお話を聞いてラッキーと大喜びしたのですが、
その後の新聞報道で考えの甘いことに気がつきました。
この日は5万人の人出だったそうで駐車場からゲートを
くぐるのに1時間もかかりました。最初にキッコロゴン
ドラに乗り、万博会場を一望し広さにびっくりしました。
企業館の近くに着いたのですがパビリオンの前はすでに
たくさんの人が並んでいました。皆、とにかく計画的に
動かないと何も見ないで帰ることになると言う緊迫感で
気はあせるのですが、人気のあるパビリオンは並んでい
るし、整理券を取るのもたいへん、比較的並ばなくてい
い外国パビリオンを見
ることに気持ちを切り
替えました。
　とにかく、豊川市の
フレンドシップ国、フ
ィリピン館とぺルー館
には行かなくてはと気
が焦りましたが、いろ
いろと事情があり、ペ
ルー館はまだ開いてな
いそうで、ブローバル・コモン6にあるフィリピン館に
行きました。
　フィリピン館に入るとまだ完全ではありませんが準備
はほぼ整っていました。テーマは「ウスボン：生命の種」



ペルーのフレンドシップパートナーです。
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 5月以降の豊川市関連のイベント
　豊川市が関係する各種イベントを、日付順にできるだ

け詳しくお知らせします。これからお出掛けの人は参考

にしてください。

 7月5日（火） 豊川市の日　

●時間　10:00～17:00　●会場　あいちおまつり広場
①キュパティーノ市合唱団とのジョイント童謡コンサー
　ト
②和太鼓の演奏
③よさこいソーラン踊り
④地元高校生によるパフォーマンス
⑤創作いなり寿司や豊川稲荷観光土産の
　販売
⑥農業製品などの特産物の販売など

 7月23日（土） 東三河の日

●時間　不明　●会場　万博会場内
東三河地域から集まった子どもたちが
森、川、海を探検し、自然の素晴らしさ
を実感した体験リポートを映像やパフ
ォーマンスで表現します。

 7月28日（木） ペルー共和国の日

●時間　9:30～14:00
●会場　EXPOホール
①公式行事
②催事場での児童の歓迎
③催事への友情出演
④パビリオンの交流行事
◎豊川市からの出演予定者
　代田小学校児童40人・金屋中学校生徒
　150人・ラテンアメリカサークル50人

 9月13日（火）～18日（日） あいち炎の舞

●時間　不明　●会場　愛・地球広場

手筒花火や仕掛け花火の放揚が見込まれています。

 9月20日（火） フィリピン共和国の日　

●時間　9:30～14:00　●会場　EXPOホール
①公式行事
②催事場での児童の歓迎
③催事への友情出演
④パビリオンの交流行事
◎豊川市からの出演予定者
　桜木小学校児童150人・豊小学校児童267人

　豊川市が関係するイベントは他にもあ

り、本紙発行時点で下記のものはすでに

終了しています。内容を紹介しておきま

す。

 4月25日（月） 未来・キッズ・祭り！

●会場　EXPOホール
　中部小学校児童122人、国府小学校児
　童40人、御油小学校児童107人が参
　加し、童謡の合唱を披露しました。

 4月29日（金） あいちお祭り大乱舞　

●会場　愛・地球広場など
　コンコン豊川、乱舞天王、蒼のメンバ
　ーが出演しました。

 4月29日（金） あいちお祭り勢揃い

　百鬼夜行パレード
●会場　あいちおまつり広場など
　牛久保のうなごうじ祭り（笹踊り）が
　出演し、グローバル・ループ上で地面

　に寝転がる珍しい祭りを披露しました。

EXPOドーム

EXPOホール

愛・地球広場
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豊川市御油町栗木山152番地 
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営業時間 

　AM10：00～PM8：00

世界の旅 パッケージツアー 
航空券・海外ウエディング 
旅館・ホテル・観光バス 
個人から団体まで 

かわしんグループ 
ジェイティービー代理店 

土・日も営業　 
ハ イ ナ ナ イ ロ  

ナナイロ 

N

入管手続・帰化申請・内容証明 
遺言書・相続手続・各種許認可申請 

国内の旅 

至豊橋 

総合体育館 
姫街道 

Ｐ 

プリオ 
Ｐ 

至
国
府 

至
豊
川
駅 

DESPACHANTE  CREDENCIADA

◆万博関連行事◆

　◯おいでん祭で万博をＰＲ

と　き　5月28日（土）、29日（日）
内　容　毎年恒例の豊川市おいでん祭で、万博の

フレンドシップ国であるフィリピンとペ
ルーのＰＲをします。

　○愛・地球博「豊川フレンドシップ国料理交流会」

と　き　6月4日（土）
ところ　勤労福祉会館
　　　　　大研修ホール
内　容　フィリピン、ペル
　　　　ーの料理を味わい
　　　　ながら、音楽、踊

　　　　　　　りなどを楽しみ交流を深めます。
　◯キュパティーノ市高校合唱団来豊

　豊川高等学校での交流会（6月23日）、国際童謡
音楽祭inとよかわ（7月3日）、愛知万博での豊川市
の日（7月5日）に参加するため、キュパティーノ
市の高校生合唱団が来豊します。ホームステイの受
け入れ先募集中です（詳しくは8ページをご覧くだ
さい）。

◆文化講座・交流会等◆

　○オイスカ青年研修生交流会

と　き　5月23日（月）
内　容　アジア･太平洋地域からの農業研修生と

の交流会です。
　◯キッズワールドサマースクール

と　き　7月24日（日）
内　容　小学生が外国人講師とともに野外活動を

通じ外国の文化、遊びなどを体験します。

万博関連行事は今だけ！

　○中学生体験ツアー inマレイシア2005

期　間　8月17日～25日　9日間
内　容　協会設立15周年を記念した新しい行事

です。一般公募した中学生をマレイシア
に派遣し、現地でのホームステイ、学校
訪問、古都見学などの体験を通じて交流
と理解を深めてもらうプログラムです。

　◯マレイシアジュニアフレンドシッププログラム

期　間　11月24日～28日　5日間
内　容　マレイシアの中学生が豊川市を訪問し、

市民との交流を深めます。

　◯ワールドフェスティバル

と　き　12月11日（日）
ところ　勤労福祉会館大研修ホール
内　容　日本、南米各国、中国、フィリピンなど

世界各国の歌と踊りを主体とした手作り
の交流会です。

◆語学講座◆

　レベル別の英会話7講座、中国語初級、韓国語初級、
ポルトガル語初級、スペイン語初級の講座を用意してい
ます。1講座10回で行います。開催時期、募集方法等に
ついてはＷｅをご覧いただくか、直接協会事務局へお問
い合わせください。

　愛知万博も開幕し、今愛知県は世界中から注目を集めています。また、豊川市国際交流協会は今年で設立15周年

を迎え、記念の年でもあります。そんな中であなたのさらなる活躍の場を見つけてみませんか。今年度の主な行事を

お知らせします。国際交流協会って聞いたことはあるけど、どんなことをしているのだろう、外国語が話せないと参

加できないのかな、そんなふうに思っている方が身近にいたら、どんどん誘って参加してください。

マレイシアの友達のために
踊ります

パラグアイの民族楽器
アルパの演奏
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豊川市光明町2－7 
 

ＮＥＣワープロ・パソコン専門店 
文具・事務用品・紙製品 
スチール家具・ＯＡ機器 

　2月6日（日）午後2時から勤労福祉会館和室「さつき」

にて、フレンドシップ部会、日本語教室、日本文化紹介

サークル、ポルトガル語サークル、ラテンアメリカサー

クルが協力して、節分交流会（新規事業）を開催しまし

た。参加者は、ブラジル、ペルー、フィリピンなどの外

国人20人を含む55人でした。また、昨年12月26日

発生したスマトラ沖地震津波災害の義援金の募金も行い

ました。

　フレンドシップ部会は、平成16年度において、お花

見交流会（4月）、オイスカ研修生との交流会（5月）、

お月見交流会（9月）、ワールドフェスティバル（12月）

を他のサークルと連携して、積極的に実施しました。

愛知万博を啓発
　万博キャラクターのモリゾーを参考にして丹精込めて
作った豊川のモリゾーから、万博の魅力について説明が
ありました。愛知万博のポイントは、環境問題への取り
組みで、ロボットなどの科学技術のほか、シベリアから
発掘された冷凍マンモスを見学し、絶滅の原因、地球環
境の変化について考えるようお話がありました。

ポルトガル語版紙芝居を上演
　ポルトガル語サークルの皆さんが手作りで作成し、小
学校の児童クラブ、小児科病院などで上演している紙芝

居「貧乏神」の披露が
ありました。画面の色
づかいがとても鮮やか
なうえ、日本語とポル
トガル語の使い分けも
上手で、また、クイズ
の出し方もタイミング
よく、好評でした。

招福の豆まきを実施
　節分交流会のお目当ては、モリゾーとキッコロも加わ
っての豆まきです。災害や冬の寒気を払い、豊かな年に
なるよう願いを込めて
「福は内、鬼は外」の
掛け声とともに、正面
と両側から一斉に豆が
まかれました。殻付き
落花生、クッキー、チ
ョコレート、キャンデ
ィなど種類も多く、大
人も子どもも無我夢中
で拾っていました。また、終了後にみかんのおみやげが
付いて、笑顔が絶えませんでした。
「こんなにたくさん拾えて、うれしい!」
「楽しかったわ、来年もお願いします」
こんな言葉を交わしながら、帰途に就きました。

会員を募集しています
　　協会では、年間を通して会員を募集しています。
　会員になって、さまざまなイベントに参加し、国際
　交流を楽しんでみませんか。友達の輪が広がること
　受け合いです。すでに会員になっているかたは継続
　をお願いし、周囲のかたに声を掛けてください。
　　会費

　　・個人会員　　年額　　一口　　3,000円
　　・家族会員　　年額　　一口　　5,000円
　　・団体会員　　年額　　一口　 10,000円
　　・終身会員 　（個人）　一口　 30,000円

愛知万博の啓発、ポルトガル語版紙芝居も好評

好評だった紙芝居

楽しかった豆まき

盛況だった節分交流会
手作りのモリゾー、キッコロがハッスル
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ア ピ タ 豊 川 店  
良 質 生 活 ア ピ タ  

豊川市開発ビル株式会社 
豊川市諏訪3丁目133番地 
TEL（0533）8 9 －3 0 0 0

チキンマカロニスープ

●材料（6～7人分）　にんにく3片、鶏もも肉150ｇ、
キャベツ100ｇ、にんじん50ｇ、玉ねぎ50ｇ、マカロ
ニ100ｇ、みつば3本、Ａ｛湯900cc、チキンコンソメ1個、
鶏がらスープ小さじ1、塩小さじ1/2｝牛乳300cc、サ
ラダ油大さじ1、塩・こしょう少々
●作り方
①鶏肉は一口大に切る。にんにくは2片をみじん切りに
し、残り1片は包丁をねかせてつぶす。
②キャベツは1cm幅のざく切り、にんじんはたんざく切
り、玉ねぎは1cm幅の薄切り、み
つばは2cm長さに切る。
③マカロニは油を敷いていないフ
ライパンで5分ほど、色が変わる
位までカラ炒りする。
④中華なべにサラダ油を入れ、み
じん切りにしたにんにくを炒め、
茶色に色づいてきたらにんにくを
取り出し、1片のつぶしたにんに
く、玉ねぎ、鶏肉、キャベツの順
に炒め、Ａの調味料を加える。さらににんじんを加え、
沸騰したらマカロニを加え、材料がやわらかくなるまで
煮る。仕上げに牛乳を加え、塩、こしょうで味を調える。
⑤器に盛り、みつばと④で取り出したにんにくを飾る。
焼ビーフン

●材料（6～7人分）　ビーフン150ｇ、むきエビ150ｇ、
豚肉（ロース又は肩ロース）150ｇ、キャベツ200ｇ、
にんじん100ｇ、いんげん又は絹さや50ｇ、赤ピーマ
ン1/2個、セロリ100ｇ、玉ねぎ100ｇ、にんにく（み
じん切り）2片、Ａ｛湯200cc、オイスターソース大さ

じ1、鶏がらスープ大さじ1/2、しょうゆ大さじ1｝サラ
ダ油大さじ1、塩・こしょう少々
●作り方
①豚肉は一口大に切る。
②にんじんは半月の薄切り、いんげん又は絹さやは3cm
長さの斜め切り、赤ピーマンは種を取り千切り、セロリ
は葉ごと1cmのぶつ切り、玉ねぎは5㎜幅の薄切り、キ
ャベツは2cm角に切る。
③ビーフンは熱湯に5分浸し、ざるにあげる。
④中華なべにサラダ油を熱し、にんにくを炒め、玉ねぎ、

豚肉、エビ、にんじん、いんげん
の順に炒め、ビーフンを混ぜ合わ
せながらＡの調味料を3回位に分
けて加え、セロリ、キャベツを加
えて塩・こしょうで味を調える。
⑤器に盛り、赤ピーマンを飾る。
ココナッツゼリー

●材料　Ａ｛パールアガー 15ｇ、
砂糖70ｇ、ココナッツパウダー
大さじ3｝、牛乳500cc、Ｂ｛水

100cc、砂糖10ｇ｝、好みのフルーツ適宜
●作り方
①Ａの材料を混ぜておく。
②牛乳をなべに入れ、火にかけ、沸騰直前にＡを加え混
ぜ、2分位加熱して火を止める。粗熱を取り、水で濡ら
した器に入れ、冷蔵庫で冷やし固める。
③Ｂの水と砂糖を混ぜて火にかけ、砂糖が溶けたら火か
ら下ろして冷やし、シロップにする。好みのフルーツを
切って冷やしておく。
④固まった②にシロップを注ぎ、フルーツを飾る。

今回のメニューです。豪華！

　昨年10月に開催した万博版世界の料理教室「ペルー料理」に引き続き、万博版第2弾として「フィリピン料理」

教室を3月6日（日）に勤労福祉会館調理実習室にて開催しました。片桐早苗さん、福田フェロミナさんを講師に迎え、

フィリピンの家庭料理を教わりました。メニューはチキンマカロニスープ、焼ビーフン、フィリピン風エビ春巻き、

アジアンサラダ、ココナッツゼリーの5品です。今回のレシピの一部を紹介します。

万博版世界の料理教室「フィリピン料理」
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お問い合わせ、申込みは 
旅行の総合デパートを目指す 
当社へ是非お願いします 

国 内 旅 行 ・ 海 外 旅 行  
 

趣味の民芸・土産・造花フラワー店 

（株）林電工 

恋のれん結び堂 
造花フラワー師範　林　叔子 

ボランティア研修
　当協会事業として、毎年ボランティア養成の一環のた
めの研修を行っています。
　今年度は2月17日に平成16年度に開設した岡崎市外
国人交流支援センターと豊田市「歴史と自然の里、松平
郷」に実行委員など19人で行きました。支援センター
は2階建ての建物で、その中に岡崎市国際交流協会や資
料室、休憩室などが含まれておりました（独立した建物
はいいですね。当協会もそうなることを願います）。事
業内容は同じようなものですが業務や外国人対応状況に
ついての情報や知識を得ることができ、今後の協会運営
並びに部会・サークル活動に役立てたいと思いました。
　松平郷は、松平家のゆかりの地で9代目が徳川家康で
す。遊歩道があり、しょうぶ園、系図の展示室、神社（産
湯を取った湧き水（泉）が祭ってある）がありました。

スマトラ沖地震津波災害義援金の寄託
　地震の被災者にせめて私たちからできることは…寄付
集めです。自発的に各部から寄付を行いました。わかっ
た分の内訳です。
中日新聞社会事業団へ

�ヴェロニカ会（50,000円）送料の一部を割いて。
�フレンドッシップ部会（15,000円）部会の時に集めた。
�節分交流会（14,100円）収益の繰越しと会場の寄付。
豊橋技術科学大学へ

�ホームステイ部会（10,000円）部会で集めた。

文化講座「インドってどんな国」
　名古屋国際センターのな
ごや民間大使、インド・ニ
ューデリー出身のウニヤル
 ・ アルチャナさんによる
「インドってどんな国」文
化講演会を2月19日（土）

に開催しました。参加者は34人でした。
　いつものようにスライドを使って、インドの歴史、文
化、習慣、観光についてお話を聞きました。中でもイン
ドのカースト制度のことは興味深かったです。ブレイク
タイムにはチャイ（紅茶）とサモサ（お菓子）を試食し
ました。たいへんおいしかったです。チャイは簡単にで
きますのでレシピを載せました。試してみてください。
　アルチャナさんはインドのおもしろさを知っていただ
くために少しでもお役に立てたらうれしいと民族衣装を
着てお話されました。

　　　　　 チャイ
材料（4人分）

�紅茶（ダージマハルティ）スプーン4杯　
�牛乳　300cc　　�砂糖　大さじ1杯
�生姜　1個（親指の爪4つほど）
道具

�ミルクバン（小さい片手鍋）�下ろし金�茶漉し
作り方

1．鍋に水300ccを入れ沸騰させます。すり下ろし
　  た生姜を入れます。
2．沸騰したら火を弱め、紅茶を入れます。
3．茶葉が開いたら（3分くらい）砂糖を入れすぐ
　  に牛乳を入れます。本当は色で量を決めます。
　  火は中火にして沸騰させ、火を消します。
4．茶漉しでこして出来上がりです。

こんな行事がありました
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愛・地球博「豊川フレンドシップ国
料理交流会」参加者募集

　豊川市のフレンドシップ国フィリピンとペルー、それ
に豊川の“食”にまつわるお話や音楽、踊りを楽しみな
がら料理を味わいます。
日　時　6月4日（土）正午～午後3時
場　所　勤労福祉会館大研修ホール
定員及び参加費　定員200人、参加費500円
申込み　5月20日（金）までに電話で協会事務局へ。

シベリア鉄道とロシア極東
2大都市の旅参加者募集

　中部国際空港セントレアから夏のロシア（ハバロフス
クとウラジオストック）を訪ねます。現地で、今秋10
月に豊川市でコンサートを行うロシア民族アンサンブル
の皆さんと交流会を予定しています。ワールドウオッチ
ングサークル企画の一味違う旅を体験してみませんか。
期　間　8月15日（月）～18日（木）　3泊4日
参加費　151,000円（25人の場合）　勤労福祉会館発着
募集締切　5月20日（金）
説明会　5月16日（月）午後7時　勤労福祉会館会議室
　　　　行程など詳細にお話します。出席希望のかたは

5月10日（火）までに電話で協会事務局へ。

中学生体験ツアー inマレイシア
2005参加者募集

　青年招へい事業で交流の深いマレイシアを訪問し、中
学生が国際的視野を広げ、国際理解を深めることを目的
とします。
期　間　8月17日（水） ～25日（木）　　9日間
定員及び参加費　定員15人程度、参加費150,000円程度
対　象　原則として、豊川市と宝飯郡4町在住の中学生
申込み　協会事務局備え付けの参加申込書に必要事項を
　　　　記入のうえ、至急申し込んでください。

ホストファミリー募集
　愛知万博が開幕しました。豊川市の姉妹都市やフレン
ドシップ国から大勢の人が来豊されます。協会では、こ
れに対応するため、ホストファミリー登録制度を始めま
した。ホストファミリーを希望されるかたは、事務局ま
でご連絡ください。登録用紙をお送りします。また、協
会のホームページからもダウンロードできます。
 ･ 6月23日（木）　キュパティーノ市高校生吹奏楽団50人
 ･ 6月30日（木）～7月6日（水）
　キュパティーノ市高校生合唱団50人（大人を含む。）
 ･11月24日（木）～28日（月）
　マレイシアジュニア25人（大人を含む。）

外国語講座受講者募集
●旅の英会話　定員25人
　　期間　7月5日～9月6日　毎週火曜日
　　時間　午後1時30分～3時
●ポルトガル語初級　定員20人
　　期間　7月7日～9月8日　毎週木曜日
　　時間　午後7時30分～9時
●韓国語初級　定員20人
　　期間　7月8日～9月9日　毎週金曜日
　　時間　午後7時30分～9時
場　所　勤労福祉会館
受講料　会員4,500円、一般6,500円（テキスト代込み）
申込み　6月15日（水）までに電話で協会事務局へ。
　　　　定員を超えた場合は抽選です。

事務局職員の異動
　前号でお知らせしましたが、国
際交流員の加藤裕美子さんが昨年
12月に退職しました。後任には、
2度目になりますが、おなじみの
太田美和さんが1月4日から就任
しました。皆さん、どうぞよろし
くお願いいたします。

豊 か な く ら し の お 手 伝 い  

太田美和さん


