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　この部会は以前、ラングウェッジ部会として設立され、
当初からの数名のメンバーを含む15人の部員で活動し
ています。英語という語学を通して協会に貢献すべく毎
月1度の例会と、語学の保持とレベルアップを目的に希
望者が月1度の勉強会を開いています。勉強会では英字
新聞、雑誌、小説等を取り上げ、短時間ですが少しずつ
読んでいます。
　具体的な活動は以下に掲げます。
○キュパティーノ市やマレーシアを含むジャイカからの
外国人の受け入れの機会に、歓迎会や見学会に出席し、
通訳をしながらゲストとの交流をはかっています。
○キュパティーノ市中学生来豊の際の、日本体験のレ
ポートの翻訳を全員で行っています。内容のわかりに
くいものも、三人寄れば・・・とやら、わいわいがや
がや日本語の勉強にもなっています。

○例会においては、メンバーのつ
・ ・

てにより、年何度かは
外国人をお呼びして話を聞いたり、交流研鑽をはかっ
ています。昨年度は持ち寄りのパーティも開き盛会で、
楽しい時を過ごしました。
○本年度は新たにマレーシアを訪問した豊川の中学生の
アンケート等の英訳を行うこと、また、要請があれば、
小学校においてボランティア英語アシスタントとして
参加を計画しています。
○協会の行事には、他の部会主催のものでもできるだけ
積極参加を心掛けようと話し合っています。
　大変なごやかな部会ですが、問題点は新メンバーの参
加と定着率です。他の部会に比べて平均年令が高いよう
に思われますので、全体の若返り、新風が吹き込まれる
ことが切に望まれます。一度ぜひ見学にお越しください。

（文責　谷口）

【今期の役員】
　　部会長・谷川良明
　　副部会長・冨田須美
【現在のメンバー数】
　　15人
　　例会出席者、10人前後
【設立】
　　協会発足と同時

英語部会は今！ 英語部会は今！ （旧ラングウェッジ部会） 
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国際交流協会組織の見直し
事務局長　早 川 善 夫

　平成2年4月豊川市国際交流協会が設立されてから早
18年目、当協会も2年後には大きな節目となる20周年
を迎えることになりました。これもひとえに皆様のご支
援の賜物と深く感謝をしております。
　20周年を迎えるにあたり、当協会の活動を従来にも
増して活発化させるためには、質の高いボランティアの
育成と人材確保に力を注いでいく必要があります。その
ために、活動組織の見直しを平成18年度から検討して
まいりました。平成19年度までは、当協会の活動組織
としてラングウェッジ部会をはじめ5部会と15サークル
があり、それぞれ前向きな事業展開に努めていただきま
した。
　今回の見直しでは、部会・サークルという異なった名
称を、すべて部会名に改めました。従来は部会の代表者
15人により実行委員会を設置して、当協会の円滑な事
業の推進にあたってまいりました。しかし、この度円滑
な事業の運営のみにとどまらず、企画、運営両面を兼ね
備えた役割を担う運営委員会へと改正させていただくこ
とになりました。
　まず、全19部会を国際交流小委員会、広報・国際協
力小委員会、国際理解支援小委員会の3つの小委員会に
所属するように分けました。これによって、数の多い部
会も類似した部会同士による各小委員会において、横の
繋がりを持っていただき、グループとしてのまとまりが
期待できます。そして、各小委員会から5人、計15人の
運営委員による運営委員会を設置し、当協会の活動組織
全体の機能を向上させ、様々な事業を積極的に展開し、
新たな国際交流を目指していきたいと考えております。
　今後、こうした新しい組織のもとに、次代を担う青
少年はもとより市民の方々の国際性豊かな人間形成を図
り、更なる相互理解と友好親善を深める国際交流を積極
的に推進していただくことを心より願っております。

平成20・21年度運営委員のみなさん
【国際交流小委員会】
◎フレンドシップ部会　鈴木良一さん
○マレーシア部会・ひらがなしんぶん部会
　　　丸山正克さん（運営委員長）
　ホームステイ部会　宇野波江さん
　フレンドシップ部会　西牧瞳美さん
　キッズワールド部会　中西千枝美さん　　

【広報・国際協力小委員会】
◎ヴェロニカ部会・キュパティーノ部会　今泉徳好さん
○ヴェロニカ部会　山口ひとみさん（副運営委員長）
　ニュースレター部会　白井紀味代さん
　ヴェロニカ会　笠原栞さん
　ひらがなしんぶん部会　豊田敏彦さん

【国際理解支援小委員会】
◎日本語教室部会　松浦和子さん
○英語部会　谷川良明さん（副運営委員長）
　ポルトガル語部会　小　津えみさん
　アンニョン部会　菅沼勝博さん
　ラテンアメリカ部会　シゲミツサンドラさん
◎は小委員会委員長　　○は小委員会副委員長

�
平成20年度第1
回目の運営委員
会は4月18日に
開催されました

�
新しい運営委員会のリー
ダー、左から山口ひとみ
副委員長、丸山正克委員
長、谷川良明副委員長
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組織図 
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4　月　――――――――　―――――――　――――――　―――――　――――
★ブラジル移民100周年記念イベント
　4月20日、27日
5　月　――――――――　―――――――　――――――　―――――　――――　―――　――　―
★基礎英会話（昼）5月14日～7月30日
★やさしい英会話（夜）5月15日～7月31日
★日常韓国語会話（夜）5月14日～7月30日
★オイスカ青年研修生交流会　5月20日
★おいでん祭5月24日、25日
6　月　――――――――　―――――――　――――――　―――――　――――
★国際理解講座①（中旬～7月中旬）
★世界の料理教室①（6月22日）
7　月　――――――――　―――――――　――――――　―――――　――――　―――　――　―
★キュパティーノ市親善市民使節団ツアー
　7月8日～15日
★トリード市へ高校生を派遣　7月19日～8月11日
★キッズワールドサマースクール（7月21日）
8　月　――――――――　―――――――　――――――　―――――　――――
★中・高生体験学習プログラム in マレーシア2008
　8月20日～27日
9　月　――――――――　―――――――　――――――　―――――　――――　―――　――　―
★英会話初級Ａ（昼）9月2日～11月18日
★日常中国語会話（夜）9月3日～11月19日
★英会話初級Ｂ（夜）9月4日～11月20日

豊川市国際交流協会（ＴＩＡ）の賛助会員になりませんか？

ＴＩＡは、賛助会員のボランティアの力で国際交流に関する多種多様な事業を運営しています。
地域の国際交流の推進のため、多くの方に賛助会員になっていただきたいと思います。

★一年を通していろいろな事業を行っています。　★会員になると、講座等で割引が受けられます。
活動の様子はホームページで紹介しています。ＴＩＡの活動に興味のある方ぜひお問い合わせください！

★日常ポルトガル語会話（夜）9月5日～11月21日
★お月見交流会（中旬）
★どんな国シリーズ①　9月20日
10　月　――――――――　―――――――　――――――　―――――　――――　―――　――　―
★バーベキュー交流会（中旬）
★国際理解講座②（中旬～11月中旬）
★ボランティア研修会（下旬）
11　月　――――――――　―――――――　――――――　―――――　――――
★キュパティーノ市使節団来豊　11月5日～12日
★ワールドフェスティバル　11月9日
★マレーシアジュニアフレンドシッププログラム
　in 2008来豊　11月27日～12月4日
1　月　――――――――　―――――――　――――――　―――――
★やさしいディスカッション（英語）
　（昼）1月6日～3月24日
★ボランティア通訳（英語）（昼）1月7日～3月25日
★Free discussion（英語）（夜）1月7日～3月25日
★日常スペイン語（夜）1月9日～3月27日
★国際理解講座③（中旬～2月中旬）
2　月　――――――――　―――――――　――――――　―――――　――――
★節分交流会（上旬）
★どんな国シリーズ②　2月21日
★世界の料理教室②（下旬）
（注意）内容、月日など変更する場合があります。

　今年度の行事が決まりました。月ごとに主な行事をお知らせします。この他にも各部会でいろいろな活動を
行っています。行事の内容や募集は、順次掲載していきますので気軽に参加して、多くの仲間たちと素敵な体
験をしてみてください。詳細は事務局にお問い合わせください。

平成２０年度の主な年間行事を紹介します 平成２０年度の主な年間行事を紹介します 平成２０年度の主な年間行事を紹介します 
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　第1弾のアセアン諸国紹介講座、第2弾の多民族国家
に学ぶ共生講座に続き、第3弾は日本語教授法について
1月11日から2月15日までの毎週金曜日、午後7時から
1時間30分、勤労福祉会館視聴覚室で開催しました。講
師は南山大学講師の六川雅彦さんで、受講申込者は34
人でした。受講者の中から協会の日本語教室創設に尽力
された石川和一さんに感想文をお願いしました。

国際理解講座 第3弾
日本語教授法について　中部町　石 川 和 一
　協会で平成8年11月に日本語教室を創設して以来、私
たち教師スタッフは、日本語を上手に教えるために自分
自身も日本語教授法を勉強してきた。外部の日本語教師
養成講座に参加したり、当協会主催の専門講座の開設に
努力を重ねてきた。今までの講座は教師として理解して
おく必要のある文型や文法が主であったが、今回の日本
語教授法の講座は生徒に教える方法であり、正に私たち
スタッフが知りたい内容であった。
　私たちの日本語教室は創設以来、教授法について試行
錯誤の連続であった。今回の講座で少し自信がついたこ
とは、どんな教授法でも決定的に最良の方法はないとい
うことと、媒介語を使わず日本語だけで教えている私た
ちの方法は「伝統的教授法」（直接法）であり、間違っ
ていなかったということである。ビデオでいろいろな教
授法があることを知った。最後に教授法の演習問題に取
り組み、受講者全員で討論したことは有意義であり、今
後の私たちの教え方に生かせるのではないかと思う。

　平成10年に世界の歩き方サークルが発足して以来、
毎年2回、外国人講師をお招きして、世界各国の文化に
関する話を聞き、国際理解を深めています。現在では、「ど
んな国シリーズ」として好評を博しています。
　今回は2月16日（土）午後2時から勤労福祉会館視聴
覚室で開催しました。講師は市の外国人英語指導助手の
イティヨピア・ユワードさんで、参加者は47人でした。
　イティヨピアさんは、ニューヨークのブルックリン
区で生まれ育った生粋の
ニューヨークっ子で、観
光スポットを中心にスラ
イドを用い、説明してく
ださいました。
　ニューヨーク市は、ブ
ルックリン区、マンハッ
タン区など5つの地区から

成り立っており、1776年
から1790年までアメリカ
合衆国の首都でした。人
気の観光スポットは、エ
ンパイヤステートビル、
自由の女神などですが、
イティヨピアさんのお薦
めはニューヨークタイム
ズビルの景観でした。
　イティヨピアさんのお話は、国際交流にふさわしく、
とてもユーモラスで、日本語が途中で英語になったりし
て、その度にスタッフの司会者がタイミングよく通訳し
参加者を魅了しました。ブレイクタイムではクッキーと
温かいココアをいただきました。最後に、20人の音羽
中学校PTAグループによるゴスペルを聞き、スキヤキ
ソング（上を向いて歩こう）を全員で歌いました。

●文化講座「アメリカってどんな国：ニューヨーク編」

グループ討議

イティヨピア講師

ゴスペルを歌う皆さん

日本語教授法の六川講師
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●ラテンアメリカの
　文化を知る集い
　ラテンアメリカ部会（3月まではサークル）は、地域
の人々との共生を願って、日本文化の習得、南米文化の
紹介、ペクラの教育プログラムの実施など多彩な活動を

展開しています。
　このことが、愛知
県から平成19年度多
文化共生社会づくり
推進事業として、高
く評価されました。
　ラテンアメリカ部
会では、ペルーとブ
ラジルの文化を多く

の人にもっと知ってもらおうと考え、2月17日（日）、
勤労福祉会館視聴覚室で表記の集いを開催しました。参
加者は出演した人を含め134人でした。
　午後1時過ぎ、フォルクローレ音楽演奏でオープニン
グ、演奏者の陽気な表情が好感を呼びました。
　ペルーとブラジルの歴史、文化などの話の後、魅力的
な民族衣装と民族舞踊の披露がありました。ブラジルの
格闘技「カポエイラ」の躍動感あふれる演技は見応えが
ありました。また、ラテンアメリカ部会のお母さんがた
が用意した数々の手作り料理を参加者全員で試食しまし
た。中でも評判の良かったのは、とり肉とチーズを素材
にしたペルー料理「アヒデガジーナ」でした。
　民族舞踊は、リ
ズミカルでテンポも
良く、午後5時近く
まで延々と続きまし
た。時間のたつのを
忘れさせるほど活況
のうちにフィナーレ
となり、南米文化を
知る楽しい集いとな
りました。

●世界の料理教室「台湾料理」
　2月24日（日）午前10時から勤労福祉会館調理実習
室で豊橋市在住の台湾料理研究家の呉珊庸（ウーサンヨ
ウ）さんを講師にお招きして開催しました。
　定員40人のところ、申し込み開始早々、ほぼ定員に
達してしまうという大人気でした。
　メニューは、台湾ビーフン、おこわ、干しえびと白菜
炒め、豚の角煮、タピオカのミルクティーでした。特に
干しえびのだしの効いた白菜炒めは、比較的簡単に調理
でき、好評だったようです。
　今回は男性が4人も参加し、女性に交じってエプロン
姿でがんばっていました。また、日ごろ料理はあまり作
らないという若い女性からベテランの主婦までが協力し
て、台湾料理に挑戦しま
した。講師の呉珊庸さん
は、日本語が上手でした
が、こうしたバラエティ
に富んだ参加者層を対
象とした料理教室は慣れ
ていないとのことで、ス
タッフの6人のホームス
テイ部会員が活躍しました。

●節分交流会現地調査
　節分という日本の伝統文化を大勢の外国人に紹介し、
さらに魅力ある交流会にしていくため、フレンドシップ
部会では、2月3日（日）、3人の部会役員が名鉄主催の
「節分厄除祭の伊賀八幡宮と八丁味噌蔵コース」（岡崎市）
に参加し、現地調査を行いました。
　この日は雨天でしたが、どの神社仏閣でも節分祭が行
われていました。印象に残ったのは、意外にも国府に戻っ
て飛び入り参加した大社神社の節分祭でした。
　厳かな神事の後の豆まきは、豆や菓子のほかにお供え
の餅、ミカン、リンゴ、大根、白菜がまかれ、参加者の
驚きの歓声が響きわたりました。五穀豊穣と今年一年の
幸せを祈りました。とても参考になりました。

ペルーの格調高い
民族衣装を紹介

躍動感あふれるブラジルの
格闘技「カポエイラ」

調理の説明を受ける参加者



国内旅行・海外旅行 ＊＊ 個人旅行・団体旅行 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 

豊川市内に2店舗 
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ご存知でしたか？

TIAとマレーシア！
　協会が中高生の体験プログ
ラムなどマレーシアにこだわる
理由を知らない会員がいますの
で、特別な関係にあるマレーシ
アとの交流の経過をお知らせし
ます。
　協会では平成5年度から18年
度までに、12回にわたって独立

行政法人国際協力機構（JICA）が主催する青年招へい
事業を受託しました。これは21世紀を担う開発途上国
の青年を日本へ招くプログラムです。結果、総数240人
の青年が来豊しています。その中で、何とマレーシアの
青年は114人におよび、約半分に達します。
　招へい事業の内、マレーシア関係を見てみますと
平成 7 年度　マレーシア科学技術開発分野　25人
平成 8 年度　マレーシア科学技術開発分野　25人
平成 9 年度　マレーシア科学技術開発分野　25人
平成10年度　マレーシア科学技術開発分野　24人
平成11年度　アセアン混成科学技術分野　　24人
 　　　（マレーシア5人）
平成12年度　アセアン混成科学技術分野　　24人
 　　　（マレーシア5人）
平成13年度　アセアン混成科学技術分野　　22人
 　　　（マレーシア5人）
というわけです。また、上記以外にも、マレーシアの中
高生や大学生の使節団等の訪問を数回受け入れており、
総数は150人以上になります。
　これらの受け入れに対し、協会からもマレーシアを訪
問しています。大人の親善訪問団は4回におよび、総計
117人に達します。訪問団に加わらなかった人でも、ホー
ムステイを受けていただいた人や歓迎会で交流した人を
加えるとその人数は相当なものになり、絆は大変太いも
のがあります。めざましい発展を遂げている東南アジア
の優等生マレーシアとは、これからも末永く交流を続け
たいものです。

事務局職員の異動
　職員の青山育子さんが3月末をもって退職し、後任に
定盛恵美さんが4月1日から就任しました。挨拶を寄せ
ていただきました。
　　　　　新任　　定盛　恵美
　私は4年前に豊川市に転居して
きました。その年、友人の紹介で
マレーシアからのゲストを受け入
れました。その後4年間、毎年マ
レーシアからのゲストをお泊めし
てとても楽しい時を過ごさせてい
ただきました。国際交流協会あっての体験で大変感謝し
ています。今までの交流を通してマレーシアの人たちの
優しさにふれることができました。ホームステイは世界
を身近に感じることができ、受け入れをしたその人を通
してその国を知り、近づくことができるとても良い機会
だと思います。
　今回、青山さんの後任ということでお話をいただきま
したが、私に務まるかどうか不安です。お役にたてるよ
う努力していきたいと思います。まずは仕事を覚え、部
会の方々とよりよいものが作れるように努めていきます
のでよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　退任　　青山　育子
　約10年近く国際交流協会で働かせていただきました。
4月からは40代にして大学生になります。
　国際交流協会では、本当に他ではできないようないろ
いろな仕事や体験をさせていただきました。失敗ばかり
で落ち込むことも多々ありましたが、いつも温かく見守
り、励まし、頼りにしてくださる会員の皆様のお陰でこ
れまで働くことができたと思います。特に長期にわたっ
て協会の第一線で活躍しておられる皆様にはいつも尊敬
と感謝の気持ちでいっぱいです。私もこれまでの実践の
経験と、これからの大学生活を生かすことのできるライ
フワークを見つけたいと思っています。そしてそれがい
つか国際交流と結びつくとうれしいです。これまで、仲
間としてお付き合いくださり、本当にありがとうござい
ました。これからも、よろしくお願いいたします。
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●オイスカ研修生交流会参加者募集
日　時　5月20日（火）18:00～19:30
場　所　勤労福祉会館視聴覚室
人　数　若干名
申込み　電話（83-1571）にて受付中

●おいでん祭に出展
日　時　5月24日（土）・25日（日）
場　所　市営野球場特設ブース
内　容　万博フレンドシップ国の紹介とPR
　おいでん祭へお出掛けの折りはぜひお立ち寄りくださ
い。小物の販売も企画中です。

●世界の料理教室「イタリア料理」
日　時　6月22日（日）10:00～13:00
場　所　勤労福祉会館調理実習室
定　員　40人（中学生以上）
受講料　会員600円・一般800円
講　師　大塚　豊さん
申込み　5月26日（月）から電話で事務局へ。先着順

●キッズワールドサマースクール
参加者募集

日　時　7月21日（月・海の日）
　　　　雨天決行　8:30～16:00

行き先　山びこの丘（新城市）
会　費　1,500円（おみやげ付き）
内　容　ニジマスのつかみ取り、ゲーム遊びなど
対　象　小学校4年生～6年生
人　数　40人（男女各20人）
持ち物　おにぎり、水筒、ビーチサンダル、タオルなど
申込み　6月20日（金）から電話で先着順に受け付けま
　　　　す。
　　　　

●第4回中高生体験学習プログラム 
in マレーシア参加者募集

期　間　8月20日（火）～27日（水）の8日間
行き先　マレーシア
　　　　（クアラルンプール及びトレンガヌ州）
費　用　14万円程度（航空運賃、現地での諸費用など）
定　員　15人程度（最低催行人数10人）
対　象　原則として豊川市、宝飯郡在住の中・高校生
申込み　受付中。締切は5月16日（金）。詳しいことは
　　　　事務局までお問い合わせください。

●国際理解講座
　今年度も3回にわたる講座を企画しています。内容は
決まり次第、お知らせしますのでご期待ください。

オイスカとは？

　これは農業を中心にして人材育成、農村開発、環境
保全などを開発途上国の青年に広めようとしている財
団法人の名前です。The Organization for Industrial, 
Spiritual and Cultural Advancement-international の

頭文字をとってオイスカと呼ばれます。本部は日本で、
世界の26の国と地域に組織を持つ国際ＮＧＯ（非営
利組織）です。特に人材育成に力を入れ、研修を受け
た青年は地域のリーダーになれるよう取り組んでいま
す。国内には4カ所の研修センターがあり、近くは豊
田市にあります。

豆知識コーナー 

昨年の様子


