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　今は無い遠見山のキャンプ場で、豊川市内の小学生に

アメリカ式のキャンプを体験してもらっていたのが、キ

ッズワールド部会の前身です。豊川市国際交流協会の子

どもへ向けた活動として毎年夏休みに行っていました。

その時一緒にマシュマロを焼いて食べた子どもたちは、

もうとっくに社会人になっています。お父さんお母さん

になって、子どもに外国の方と一緒に水風船で遊んだこ

とを話してくれているかもしれません。

　それから、他の所へも行くようになりました。駒立の

ぶどう園で、ぶどう狩りとゲーム。伊良湖の海辺でごみ

拾いや宝探し。今は山びこの丘で魚つかみやゲーム。場

所は変わっても、子どもたちに学校とは違う出会いと経

験をしてほしいという思いは一緒です。外国の方のお国

の話を聞いたり、質問タイムでは子どもたちが、「日本

の食べ物は何が好きですか？」と聞いたりします。情報

は今あふれるほどありますが、直接聞ける話は心に残る

と思います。子どもの頃に外国の方と楽しい遊びを通し

て触れ合うことが、国際人の第一歩になれば嬉しいです。

　今までたくさんの子どもたち、たくさんの外国の方が

参加してくれました。そしてサポート役として参加して

くださったたくさんのスタッフの皆さん、ありがとうご

ざいました。これからもどうぞよろしくお願いします。

キッズワールドも皆さんのお陰で成長し、他のイベント

のゲーム担当として声がかかるようになりました。ゲー

ム中に急に音響の調子が悪くなったりとか、ハプニング

は付き物ですが、みんなの知恵と明るさで乗り切ってい

ます。自分自身、子育ては終わりましたが、こういう形

で子どもたちとかかわっていけるのは幸せです。パワー

をいただいて、まだまだ頑張りたいと思います。

（文責　中西）

【現在のメンバー数】

　10人、実動9人

【今期の役員】

　部会長・中西千枝美

　副部会長・大場真理子

　副部会長・山崎信子

【設立】

　1998年。以前は七夕

パーティや七夕ハイクと

して実施していた。

キッズワールド部会は今！ キッズワールド部会は今！ 
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　協会の年間最大のイベント、ワールドフェスティバ

ル2009を昨年12月6日午後1時から勤労福祉会館大研

修ホールで開催しました。参加者は総勢458人（日本人

163人、外国人61人、出演者234人）で、最高記録の昨

年を50人オーバーの新記録でした。

　今回は新しい企画として、開会前の待ち時間を利用し

てスクリーンへ協会紹介の映像を投影しました。オープ

ニングは穂の国ウインドオーケストラによるポップスの

演奏でした。心ウキウキしたところで新協会長石川さん

の挨拶、来賓の市長さんの挨拶と続きました。以後、プ

ログラムは目白押し。ペルーの踊り、二胡の演奏と中国

人研修生による歌、童謡の合唱、ペクラの子どもたちに

よる歌と踊り、アコーディオン演奏、アンデス音楽の演

奏など。冒頭記述のようにイベント数の割に出演者総数

が参加者の半数以上を占めたのが今回の特徴でした。

　途中にはゲームによる交流も組み込まれ、おやつタイ

ムではＢＧＭにジャズの演奏もありました。参加者には

ただ見ているだけでなく、ゲームに参加したり、豊川観

光音頭を踊ったことが好評でした。

　ただ、今回は特別事情で、おやつを個別袋に入れ、飲

み物はペットボトル入りを渡しました。例年なら、テー

ブル上の皿に大盛りになっていたものが、新型インフル

エンザの感染を危惧してこの形になりました。当初は開

催すら危ぶまれましたが、結果としてこれで良かったと

思います。

　さて、写真で楽しさが伝わりますでしょうか！

①穂の国ウインドオーケストラの演奏でオープン。中学生から大人まで幅広いメンバー構成でした②ペルー「アトリ

エ」による華麗な踊り③吉祥二胡楽団とひまわり農協中国人研修生の合唱④見ている人もハラハラ！空き缶積みゲー

ム⑤おやつタイムにＴＳＪＢ（豊川素敵なジャズバンド）のジャズ演奏⑥豊川観光音頭を全員で踊りました
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最高の参加者を記録！

ワールドフェスティバル2009を開催
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　平成21年4月15日、わが豊川市と中国無錫市新区は、

正式に「友好都市提携」を締結した。山装い始めた頃そ

の締結以来初めての豊川市民15人による「無錫市新区

親善市民訪問団」を編成して、平成21年10月29日～11

月１日3泊4日で中国無錫市新区をはじめ蘇州、上海を

訪れた。中国の空はスモッグで霞み、青空を望むことは

できなかったが、秋晴れの爽やかな日であった。

　上海から無錫まで、車で約2時間。最初に無錫の錫恵

公園を訪れた。園内はまさに陶
とう

淵
えん

明
めい

の「秋
しゅうぎくえんにみち

菊盈園」の情

緒に満ち、溢れんばかりの菊花で彩られていた。夕暮れ

の錫
しゃっけいこうえん

恵公園を後に、新区歓迎会の会場である無錫ラディ

ソンホテルへと向かった。

　イルミネーションに輝く街路樹を通り抜け、高級感漂

う真新しいホテルに到着。一日先に訪問していた竹本副

市長を団長とする8人の市訪問団と合流して、
じ

主任を

はじめ各局局長が出席する中、無錫市新区側の手厚いも

てなしを受けた。美食に美酒といった晩餐を目の前に、

歓迎の挨拶、お土産の交換、今後の交流等について、酒

を酌み交わしながらの懇談をした。国際交流協会が用意

した手土産は、吊るし雛15個とミニ振袖の置物1個であ

る。これは、当協会の日本文化紹介部会の部会員約10

人が2カ月間に渡り丹精込めて作製してくれた手作りの

土産である。着物の生地を使った日本的な美しい色合い

と繊細な出来栄えに、大変な感激ぶりであった。歓迎

のお礼として、日本の歌「故郷」「北国の春」を豊川側

全員で披露。日本語

で口ずさみ、一緒に

歌っている新区側の

人もいた。終始和や

かに交流し、わずか

ながら親交を結ぶこ

とができた。

　2日目には太湖の

遊覧をし、元頭渚公

園を散策した。遠足

シーズンのためか、

数多くの園児、小学

生が可愛い歓声を上

げながら列を作って園内を歩いていた。参加者の中には、

中国語で子どもたちに話しかけて、コミュニケーション

をとっている方も見られ、大変うれしそうな様子であっ

た。かの有名な無錫旅情の歌碑はこの園内にあり、頂上

から無錫の町と太湖を一望した。蘇州では、世界文化遺

産の留園と千年古刹の禅宗寺院寒山寺を訪れた。ここで

は、張継の「楓橋夜泊」の石碑の前で、参加者の中国語

と詩吟の朗誦が披露され、拍手喝采を浴びた。

　深刻な世界恐慌ともいえるこの時期ではあるが、3日

目、4日目の上海の見学では、その目覚ましい発展ぶり

に、参加者一同度肝を抜かれた。

　4日間を通して、それぞれ趣を異にした都市を見てき

た。現在の中国を知る上で、とてもよい旅行であったと

言える。旅行中、無錫市新区の歓迎会で披露した歌を何

度か一緒に口ずさみ、意気投合した参加者全員は、終始

和気あいあいと一つになり、大変楽しい旅をすることが

できたと思われる。無錫市新区を知るための旅程であっ

たかと言えば反省が残るものの、今回の訪問が両市区の

友好交流の礎となったことは確かである。今後の交流が

楽しみだ。

（財）豊川市国際交流協会　常務理事　早川善夫

歓迎会でお土産のミニ振袖
置物を 主任（右）に贈る

歓迎のお礼に日本
の歌を全員で歌う

上海　外灘にて

無錫　錫恵公園「秋菊盈園」
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　会員同士の親睦を深め地域在住の外国人との交流を図るため、今回初めての

企画として「国際交流ハイキング」を去る11月22日に東三河ふるさと公園で

開催しました。参加者は日本人21人、外国人（ブラジル人、アメリカ人）8人

の合計29人でした。

　国府駅から一緒に歩いてきたグループと、各自直接現地へ向かった参加者が

午前10時に公園の管理棟前に集合。まずは1時間ほどかけて公園内を散策しま

した。展望つつじ園に到着後ミカンとバナナで栄養補給をして疲れを取り、自

由に写真撮影などをして過ごしました。残念ながらつつじの季節ではありませ

んでしたが、高台から見る豊川の町並みはとてもきれいでした。そこからさら

にピクニック園地まで移動し、レジャーシートを広げて各自用意したお弁当で

昼食を取りました。

　午後からはゲームです。5つのチームに分かれ、まずはチーム内で自己紹介

をしました。そして新聞をお腹に当てて落とさないように走ったり、お玉にピ

ンポン玉を乗せて走ってリレーするゲームをしました。みんな童心に帰って一

生懸命走りました。優勝チームには賞品として早川常務理事から洋ナシが手渡

されました。

　次に石川和一さんの指導による太極拳があり、これは特にブラジル人の参加

者に好評でした。ブラジルにはカポエイラというダンスのような格闘技があり

ますが、これとは違って武術でありながらもゆったりとした動きが親しみやす

かったようです。その後みんなで輪になってフォークダンスを踊り、最後はみ

んなで「もみじ」と「上を向いて歩こう」を歌って午後2時頃に解散となりま

した。

　当日はお天気がやや心配されましたが、雨に降られることもなく、秋空の下

思い切り身体を動かして、日頃の運動不足の解消にもなった楽しいハイキング

でした。

展望つつじ園を目指して歩きます

展望つつじ園にて三河湾を背景に
記念撮影

話も弾みます

落とさないよう速く走って！太極拳にチャレンジみんなで歌います

国際交流ハイキング
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　ボランティア研修

ＪＩＣＡ中部国際センター訪問
　昨年11月11日（水）、ＪＩＣＡ中部国際センターを

訪問しました。参加者は運営委員、部会のリーダーなど

18人でした。

　ＪＩＣＡ中部国際センターは、昨年春、名古屋市名東

区から現在の中村区ささしまライブ24に新築移転しま

した。新センターは6階建てで、海外研修生向けの宿泊

施設を80室有しています。

　当日は、太陽光や雨水

を利用したエコ関連施設

の見学や青年海外協力隊

の活動説明、海外研修生

と食事をしながらの懇談

で交流が図られました。

　なお、当日の行程は、

次のとおりでした。

　協会とＪＩＣＡとの出会いは古く、平成5年から連続

11年青年招へい事業を受託し、また、平成12年には、

名東区のＪＩＣＡを訪問して、協会の英会話講座修了者

28人とＪＩＣＡで宿泊研修中の世界各国の青年30人と

が交流会を開催したり、平成15年には、ボランティア

研修として実行委員（現運営委員）など23人が訪問し

ています。

国 際 理 解 講 座 Ⅱ
－多文化共生社会の中で－

　平成21年度国際理解講座

Ⅱは、静岡文化芸術大学教

授等を講師に招いて、昨年

12月 に3回、 午 後1時30分

から3時まで開催しました。

受講申込者は24人でした。

　第1回目は12月12日（土）

勤労福祉会館で、ホザンジェラ岩瀬マルチンス講師から

「日本との相違・相似」について講話がありました。

　第2回目は12月19日（土）勤労福祉会館で、溝口紀

子准教授からバルセロナオリンピック柔道女子52kg級

の銀メダリストとしての経験から「メディアスポーツか

ら見た世界」について講話がありました。

　第3回目は12月20日（日）桜ヶ丘ミュージアムで勝

浦範子教授から「日本の子育て・アメリカの子育て」に

ついて講話がありました。

多文化共生推進に向けて
　市では、平成18・19年の2年にわたり開催された有

識者による「豊川市国際化推進懇談会」からの提言に基

づき、現在、多文化共生事業を進めています。その後世

界的な不況などから、変化する社会情勢に見合った新た

な施策が必要となり、同時に懇談会からの提言を継続し

ていくため「豊川市多文化共生推進プラン」を策定し、

新年度から実施する方針です。その行動目標として、次

の3点を展開していく予定です。

　・多文化共生の意識づくり

　・誰もが参加できるまちづくり

　・外国人にも暮らしやすいまちづくり

　協会としても、運営委員会や3つの小委員会を中心と

して取り組んでいくことになりますが、会員の皆さんか

らの建設的な意見や提案も大切にしていきたいと思って

います。ぜひ、お寄せくださるようお願いします。

ＪＩＣＡ訪問のようす

時　間 行　程

8：30 協会発（市のバス）

10：00 ＪＩＣＡ中部国際センター着

館内見学

青年海外協力隊の活動説明

12：35 食事（研修生と一緒に）

14：00 ＪＩＣＡ中部国際センター発

17：00 協会着

溝口准教授の講話
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◎外国人の子どものための
　日本語ボランティア養成講座開催
　11月7日から21日にわたり毎週土曜日の3回、県の国

際交流協会からの誘いで外国人の子どもに絞った日本語

指導者を養成するために開催しました。第1回目は「外

国人児童生徒の現状と課題」で、講師は愛知淑徳大学・

愛知教育大学非常勤講師の松本一子さん、2回目は「子

どもへの日本語指導の方法と留意点」で、講師は愛知

教育大学外国人児童生徒支援リソースルーム・リソース

ルームアドバイザー岡田安代さん、3回目は「地域にあ

る子供のための日本語教室の事例報告」で、特定非営利

活動法人シェイクハンズの松本里美さん、特定非営利活

動法人トルシーダの高山静美さんでした。参加者は延べ

26人。講師の方は長年これらのことに関係した人ばか

りで実状を踏まえた話で有意義な講座となりました。

受講された榎本郁子さんの話

　「私は日本語教育に関わってから3年8か月しかたって

いません。この講座を受けて、知っていることもたくさ

んありましたが、知識がある人の説明を再認識すること

で理解がより深まりました。紹介のあった子ども用テキ

ストも使ってみたい物が幾つかありました。それと、何

より同じ問題に取り組んでいる人たちがこんなにいるん

だということが判りとても心強く、嬉しく思いました」

◎代田小学校国際交流会へ参加
　11月21日午後1時半から、代田小学校ＰＴＡは体育

館で日本の子どもと外国の子どもたちとの交流会を開

催しました。そのＰＴＡからの要請で当協会からキッズ

ワールド部会、ラテンアメリカ部会が共同参加しました。

参加者は120人程度で、協会としては2回目でした。空

き缶積み、新聞くっつき競走、ピンポン玉運びなどのゲー

ムを提案し楽しみました。その後、「パチャママ」によ

るペルー音楽の演奏、「アトリエ」グループのダンスな

どを披露しました。

◎留学生のホームステイ受け入れ
　11月28日と29日の1泊2日、豊橋技術科学大学の要請

を受け、短期留学生に日本の生活を体験してもらうため

実施しました。内訳はインドネシア人9人、ベトナム人

2人の計11人で、7家族が対応しました。

ホストファミリーをされた石川智美さんの話

　「私は留学生の引率者のインドネシア人を受け入れま

した。初めての体験で今回の企画を楽しみにしていまし

た。フリーの１日は豊橋動植物園と豊川稲荷を案内しま

した。彼女が生物学の先生で植物園を希望されました。

豊川稲荷でも重厚な建

物や調和のとれた庭園

を気に入ってくれまし

た。英語を学んでいる

5歳の娘がすっかりな

ついて、別れが辛く泣

かれたのには困りまし

たが、楽しい一時を過

ごせました」

◎マレーシア青年使節団受け入れ
　12月13日から15日までマレーシアの青年39人が来

豊しました。パマジャと共同企画された「コベナ（企業名）

海外セミナー」の青年が日本を訪問し、福岡から盛岡へ

の途中に当市へ3日間滞在しました。13日は夜到着して

ホテルへ滞在し、14日は会員宅でホームステイしまし

た。14日 に は 協 会 で

名古屋城とトヨタ自動

車（堤工場と博物館）

へ案内しました。午後

6時から歓迎会を勤労

福祉会館視聴覚室で開

催し、100人前後の参

加者がありました。

豊橋動植物園を訪れた石川さん
親子とシンタ・イルマヤンティ
さん

トヨタ自動車堤工場で記念撮影

▲ こ ん な 行 事 が あ り ま し た

▲



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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　2009年8月5日から29日という約1カ月、インドネシ

アのメダンに、娘3人(小学4年、1年、1歳3カ月)ととも

に行って来ました。乳飲み子も抱えて、大変な旅だった

ことは言うまでもありませんが、大変さを大きく上回る

素敵な体験をたくさんしてきました。

　インドネシアでは友人宅にステイさせていただきまし

た。この友人は豊橋技術科学大学の留学生で、旦那さん、

奥さん、娘さん2人(小学5年、3年)で、この春までの8

年間日本で生活していました。地域の交流会で出会い、

娘の年も近くとても仲良くなり、帰国の際の「また会お

うね」の約束を早々に果たしに行くこととなりました。

　メダンという町はインドネシア第3の町です。中華系

の人も多く、インドネシア内では一番他宗教の多い土地

だそうです。大きな緑のモスクとともに教会も数多くあ

りました。別段観光地でもなく、生活の場です。料理が

売りの土地らしく、有名なお菓子を買いに他の島から来

る人がたくさんいるそうです。

　その為リゾート気分の旅ではなく、普段の生活を堪能

してきました。特に22日からスタートしたラマダンで

はイスラムの生活を存分に体験しました。

　イスラム教の行事であるラマダン中は、太陽が出ている

間は飲食禁止です。授乳中や妊婦、小さい子は免除という

ことで断食には参加しなかったのですが、お手伝いさんは

妊娠8 ヶ月で断食していました。断食と聞くと苦行の様に

感じますが、皆にとってお祭りです。子どもも心待ちにし

ているのにはびっくりでした。というのも、学校がお休み

になり、夕食時には親戚が集まって食事をするため毎日豪

華料理が並びます。道路も屋台街と化し、揚げ物やお菓子

の屋台が所狭しと並びます。食べ物のにおいがしたら断食

がかえってつらいのではと思うのですが、みんな朝から、

「今日の断食が終わったら何を食べよう、どこに買いに行

こう」とウキウキしています。

　日没になり断食があけると、まず甘い飲み物やフルー

ツポンチのようなものや屋台で買った揚げ物などを食べま

す。これがおいしくて子どもも私もたくさん食べました。

そしてお祈り。終わったらすぐに夕食。最初についつい食

べ過ぎて毎回豪華な夕食が食べきれなくなりました。

　そしてラマダン中は夜にもう一度お祈りがあり、たいて

いの人はモスクを訪れます。私たちもお祈り用の服を着て

夜の町をモスクへ向かいました。近所のモスク、有名なモ

スクとモスク巡りするのも楽しみの一つです。信者ではな

い人が見たり参加するのを嫌がるかと思ったのですが、皆

さん好意的で真似事のようにお祈りするのもやさしく見て

くれました。イスラム教ではたくさんの人が一緒にお祈り

をするほうがよいとされていて、子連れでうるさくなるの

で申し訳なく壁際にいると、どのモスクに行っても隣に来

なさい、詰めて詰めてと後から後から人がやってきて、い

つの間にやら中のほうに紛れていました。

　帰国して、皆で覚えたインドネシア語の歌を末娘が歌

いだし、日に日に上手になっています。子どもたちの心

に何が残ったかはまだ未知数ですが、たくさんの「うれ

しかった、楽しかった、大変だった」を覚えていてくれ

るとうれしいです。

　2年後に今度はあちらから遊びに来てくれる予定で、

今から楽しみです。

▲みんなでお祈り。子ども用の
服はとてもかわいい

小学校内のモスク

▲

子連れイスラム生活体験記 in インドネシア 子連れイスラム生活体験記 in インドネシア 海外滞在記 

牛久保町　池田　洋子 



豊 か な く ら し の お 手 伝 い  
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● 文化講座
　「ナイジェリアってどんな国」
日　時　2月13日（土）午後2時から4時まで

場　所　勤労福祉会館視聴覚室

定　員　60人

受講料　会員300円、一般500円

講　師　蒲郡市英語指導助手   オジョ・アビオドゥンさん

内　容　ナイジェリアの文化や生活習慣について紹介し

ます。ブレイクタイムでは、飲み物（ハイビス

カスティー）と菓子（chin chinという油菓子）

を賞味します。

申込み　先着順に受付中。電話で事務局へ。

● 国際理解講座Ⅲ
＝日本語ボランティア講座　初級①②の日本語指導＝

日　時　3月6日（土）・13日（土）

　　　　両日とも午後1時30分から3時まで

場　所　勤労福祉会館

定　員　40人

受講料　会員400円、一般800円

講　師　ことばの会スタッフ

申込み　2月18日（木）から先着順に受け付け。

● インフルエンザの予防方法
　昨年12月7日（月）ウイズ豊川の会議室で、豊川保健

所の職員から説明がありました。

　今年に入ってから、やや下火になっているとはいえ、

季節的にさらに流行する可能性があり、一層の注意が必

要です。

・帰宅時は、うがいや手洗いをする。

・人込みへの外出はできるだけ避ける。

・過労を避け、十分な睡眠、栄養、保温に

心がけて、体調を整える。

・  咳、くしゃみの症状がある場合はマスクを着用する。

丸山正克運営委員長が県表彰
　昨年11月6日（金）、名古屋市中区あいち国際プラザで、

丸山正克運営委員長が愛知県国際交流協会から国際交流

推進功労者として、表彰されました。

　丸山さんの活躍は皆さんご存

じのとおりですが、協会の理事

として、また、ボランティア活

動のリーダーとして指導的な役

割を果たし、特に外国人相談や

ボランティア組織の体制の改革

に取り組むなど、地域の国際交

流の推進に貢献したことが高く

評価されました。

　協会としては、平成10年に今泉徳好さん、平成11年

に石川和一さんが受賞されて以来の朗報です。心からお

喜び申し上げます。

● おかげさまでWe通巻80号
　機関誌Ｗｅは今回で通巻80号とな

りました。第1号は協会が財団法人

としてスタートした1990年（平成2

年）4月1日に発行しました。

　ページ数は現在と同じ8ページで

したが、大きさはＢ5判のため小さ

く、1995年（平成7年）8月発行の

通巻22号からＡ4判に拡大しました。

　この年には、11月に勤労福祉会館を全館使用し、3日

間にわたり5周年の記念イベントを行いました。また、

2000年（平成12年）11月発行の通巻43号を10周年記

念特別号と称し、協会の歩みを12ページで写真を主体

にして紹介しました。時代とともに書き綴ってきた部会

の先輩の貴い記録を振り返ると、協会の活動が成長期か

ら安定期に推移していくようすが分かります。

　今年は協会が20周年を迎えます。秋には記念のイベ

ントも計画されています。Ｗｅも通巻80号を一つの節

目と考え、今後とも会員の皆さんに信頼される機関誌に

していきたいと思っています。


