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　ホームページ部会は、インターネットの普及とその利

用者の増加に伴い、ネット上のホームページを活用して、

協会のイベントや語学講座のインフォメーション、ボラ

ンティア活動などの情報を多くの人々に提供し、協会事

業への参加を促すことを目的として、平成11年、ホー

ムページサークルとして発足しました。

　平成10年にポルトガル語サークルとキュパティーノ

サークルが、また、平成12年にはマレーシアサークル

とアンニョンサークル、イタリア語サークルが次々と誕

生し、これに伴い会員数も増加の一途をたどり、協会の

事業は隆盛を極めた時代でありました。

　協会事業に限らず何事も啓発が大切ですが、特に

ニュースレター部会との連携は不可欠で、機関紙Ｗｅは

発行のつど、ネット上で全文掲載しています。

　平成21年7月からホームページにアクセス数をカウン

トさせたところ、一日平均20人もの方が開いて見てい

ることが分かりました。このため、ニュース性の高い情

報については、こまめに更新する必要があり、例会日だ

けでは加除しきれないので、事務局にお願いしたほうが

ベターではないかと思っています。

　本年度から始まった豊川地域ポータルサイト「みてみ

ン！」への登録について、種々課題もありますが、前向

きに考え活用していきたいと思っています。また、ラテ

ンアメリカ部会ペクラの教室代表者からポルトガル語版

のホームページを構築してほしいという要望もあり、多

忙な年になりそうです。

　部会員は7人と少ないけれども、論客ぞろいで、例会

はいつも協会事業への希望や意見が続出して、部会長の

調整能力に感服しています。

（文責　尾崎）

【現在のメンバー数】

　7人、実動6人

【今期の役員】

　部 会 長・青山育子

　副部会長・曽田雅俊

　副部会長・中村秀夫

【設立】

　平成11年11月

ホームページ部会は今！ ホームページ部会は今！ 
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　今年度の行事が決まりました。中でも特徴的な事は協

会設立20周年の記念行事が秋に企画されていることで

す。ご期待ください。恒例の行事が多い中、内容を一層

充実させ、節目の年を盛り上げましょう。会員でどこの

部会へも属していない人は、この機会にぜひ、興味のあ

る部会へアタックしてください。大いに仲間と楽しみま

せんか。詳細は「Ｗｅ」「広報とよかわ」誌上でも発表

しますが、事務局へお問い合わせください。

■ 交流会■
●オイスカ研修生との交流会（5月）

●外国人研修生のホームステイ受け入れ（7月～2月）

●外国人と警察の交流会（8月）

●お月見交流会（9月）

●ワールドフェスティバル（12月）

●節分交流会（2月）

●留学生のホームビジット交流

■ 講座■
●国際理解講座（内容未定）

●どんな国シリーズ（年2回）

●世界の料理教室（年2回）

●チェコ講演会（詳細未定）

●日本語スピーチコンテスト（新規事業）

■ 語学講座■
●英語　基礎英会話（5月～8月）

　　　　やさしい英会話（5月～7月）

　　　　英会話初級Ａ（9月～11月）

　　　　英会話初級Ｂ（9月～11月）

　　　　やさしいディスカッション（1月～3月）

　　　　楽しいディスカッション（1月～3月）

　　　　英語ボランティアガイド入門（1月～3月）

●日常ポルトガル語講座（5月～7月）

●日常韓国語講座（9月～11月）

●日常中国語講座（9月～11月）

●日常スペイン語講座（1月～3月）

■ 青少年交流事業■
●キッズワールドサマースクール（8月）

■ 姉妹都市交流■
●マレーシア中学・高校生派遣事業（8月）

●マレーシアジュニアフレンドシッププログラム

　　（11月）

■ 広域交流事業■
●トリード市高校生派遣事業（7月～8月）

■ 英語ボランティア翻訳事業（新規事業）■
　国際交流に関する英語の翻訳をいたします。

■ 20周年記念式典（11月）■
　協会は平成2年4月に設立され今年で20周年を迎えま

す。記念式典、記念講演、Ｗｅ記念号の発行などを計画

しています。

■ 外国・外国人支援事業■
●日本語教室の開講（3月～7月、9月～2月）

●ペクラの開講（毎週土曜日）

●外国人日常相談事業

●発展途上国への物資の支援事業

●広報とよかわポルトガル語・スペイン語版編集

●ひらがなしんぶん発行（年間12回）

■ 啓発・普及事業■
●Ｗｅの発行（年間4回）

●ホームページでの情報提供

平成22年度の主な年間行事を紹介します

今 年 は 協 会 設 立 2 0 周 年 で す ！
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ホームステイ部会　　　山口ひとみさん

様々な行事を通してより豊かな交流ができるよう努力し

たい。

フレンドシップ部会　　鈴木良一さん

楽しい交流の場を企画、提供していきます。

世界の歩き方部会　　　西牧瞳美さん

部会はできて12年になります。還暦目指して頑張ります。

キッズワールド部会　　大場真理子さん

サマースクールを参加者が仲良くなれる楽しい一日にし

たい。

マレーシア部会　　　　丸山正克さん

ご協力を得て中高生マレーシア体験プログラムを成功さ

せたい。

チェコ部会　　　　　　嶋　勝康さん

近未来、チェコ共和国への旅を企画してみたい。

ニュースレター部会　　白井紀味代さん

皆さんが楽しみにしてくれるようなＷｅを作ること。

ヴェロニカ部会　　　　今泉徳好さん

従来通り細く永く力まず、支援を継続したい。

日本文化紹介部会　　　宇野波江さん

日本の伝統的文化を学びながら世界の人々に広めたい。

ひらがなしんぶん部会　丸山正克さん

身近な話題を外国人に判りやすい表現で伝え交流の架け

橋にしたい。

キュパティーノ部会　マイナー・アランさん

部会員の協力を得て、姉妹都市交流のサポートに貢献し

たい。

ホームページ部会　　　青山育子さん

日本語以外のページもただ今準備中です。お楽しみに。

　今年から2年間、協会の活動を推進する部会長たちです。色表示の人は運営委員です。運営委員は規約で15人と決

まっており、3小委員会から5人ずつ選出されます。なお、英語部会は事情で運営委員には副部会長の冨田須美さん

が就かれます。抱負を一言ずついただきました。

英語部会　　　　　　　谷川良明さん

古希を過ぎてなお活動の場があることに感謝し、頑張り

ます。

日本語教室部会　　　　松浦和子さん

ボラ講師たちと一緒に、生徒たちが楽しく学べるよう頑

張ります。

ニイハオ部会　　　　　本間清珠さん

ますます日中交流を深めて、楽しい人生を送りたい。

ポルトガル語部会　　　菅原秀子さん

初めてでいろいろ判らないことと思います。どうぞよろ

しく。

アンニョン部会　　　　猪飼正一さん

韓国の語学と文化を学ぶ会です。皆さんの参加をお待ち

します。

イタリア語部会　　　　山口貫太郎さん

新しい仲間を増やす活動をしっかりやりたい。

ラテンアメリカ部会　イレイ・マサオさん

自分たちが立てた活動計画が実施できるように頑張りま

す。

ブラジル部会（ＡＢＥＴ）
活動休止中

国際理解支援小委員会

広報・国際協力小委員会国際交流小委員会

新 年 度 の 部 会 長 を 紹 介
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　現在20のボランティア部会があり、さまざまな活動

を実施しています。会員の方ならどの部会にも入れます。

あなたも参加してみませんか。

○日本語教室部会
　日本語教室の開講、地域在住外国人との相互交流
○ニイハオ部会
　地域在住中国人との交流、中国語の学習活動
○ポルトガル語部会
　地域在住ブラジル人との交流、ポルトガル語の学習活動
○アンニョン部会
　地域在住韓国人との交流、ハングルの学習活動
○イタリア語部会
　イタリア文化の理解、イタリア語の学習活動
○ラテンアメリカ部会

日本文化の習得、中南米文化の紹介、南米の子どもへ
の学習支援

○ブラジル部会（ＡＢＥＴ）
日本文化の習得、ブラジル文化の紹介、ブラジルの子
どもへのポルトガル語指導

■国際交流小委員会（6部会）

○ホームステイ部会
ホームステイ・ホームビジットの受け入れ、世界の料
理教室の開催

○フレンドシップ部会
　季節の行事など外国人との交流会の実施
○世界の歩き方部会
　世界の国々の概要を紹介する文化講座の開催
○キッズワールド部会
　子どもたちと地域在住外国人との野外交流活動の実施
○マレーシア部会
　中学・高校生はじめマレーシアとの交流活動の実施
○チェコ部会
　チェコとの交流活動の実施

■広報・国際協力小委員会（6部会）

○ニュースレター部会
　協会機関誌“Ｗｅ”の編集、各種情報の収集・整理
○ヴェロニカ部会
　ブラジルのほか、発展途上国へ衣類等物資の支援活動
○日本文化紹介部会
　来日外国人、地域在住外国人への日本文化紹介活動
○ひらがなしんぶん部会
　日本と外国の文化をひらがなで紹介する情報誌の作成
○キュパティーノ部会
　姉妹都市キュパティーノ市との市民レベルの交流活動
○ホームページ部会
　協会の情報をネット上で紹介、各種情報の発信

■国際理解支援小委員会（8部会）

○英語部会
　英語の通訳・翻訳の実施、英語の学習活動

賛助会員を募集しています
　協会では、年間を通して賛助会員を

募集しています。会員になって、各種

イベントに参加し、国際交流を楽しん

でみませんか。きっと友達の輪が広が

ることでしょう。周囲の方にも声を掛

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

ハイチとチリの
大地震災害に義援金
　節分交流会参加者はじめヴェ

ロニカ部会やボランティア部会

運営委員会出席者、協会事務局

訪問者、協会職員などからハイチへ58,591円、チリ

へ55,552円の義援金が集まりました。

　早速、中日新聞社会事業団へ寄託しました。あり

がとうございました。

ボランティア部会の紹介
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　司会席に飾られた菜の花が春

の訪れを感じさせる会場で、ま

ずはスタッフから節分の意味と、

邪気を払い1年の健康を願うた

めの行事についての説明があり

ました。プロジェクターを使い、

難しい漢字にはローマ字で読み

を書き、日本の伝統行事を外国

人にも理解してもらいやすいよ

うに工夫しました。

　次に市内の介護施設を訪問

しているボランティアグループ

「そよ風」のメンバー 8人によるオカリナ演奏4曲と、新

春の歌の披露がありました。歌は6曲もあり、「お正月」

「ふじの山」などの馴染み深い曲は子どもたちも一緒に

なって歌っていました。演奏の間に抹茶のサービスがあ

り、外国人の参加者は

飲み慣れない抹茶の苦

さに驚きながらも伝統

の味を楽しんだようで

した。

　続いて、会員の秦名

道子さんと耕平君親子

による「鬼と炒り豆」

という童話の朗読があ

りました。2人の朗読

は昨年秋のお月見交流

会で大好評だったため、

今回の節分交流会でも

是非にと再度出演をお

願いしました。プロジ

ェクターに絵本を映し

ながらの朗読にみんな真剣に

聞き入り、終わった後は大きな

拍手が起こりました。

　子どもたちお待ちかねの豆

まきは、2階の和室に会場を移

して行いました。今回の豆ま

きには特別ゲストとして市観

光協会のキャラクター「いなり

ん」が参加しました。会場にい

なりんが登場すると大人も子

どもも大喜び。いなりんのプロ

フィールを聞き、チャームポイ

ントの後ろにのぞくご飯つぶもしっかり見せてもらいま

した。いなりんのあいさつが済むと、今度は怖そうな赤

鬼と青鬼が登場しました。

　和服姿の福男が鬼に炒り豆を投げる神事を行い、その

後子どもと大人に分けて2度豆まきをしました。狭い会

場はまかれた豆やお菓子を拾う子どもたちの歓声で一杯

になりました。

　帰り際に、いなりん

からのお土産の豊川い

なりずしとスタッフ手

作りの鬼まんじゅうを

もらい、豆まきで拾っ

たお菓子の袋を手に、

みなさん満足そうに帰

路につきました。もう

すぐ帰国するというブラジル人の夫婦も、最後にいい思

い出ができたと喜んでいました。3年ぶりの節分交流会

はいなりんの協力もあってとても好評でした。特に子ど

もたちが気軽に楽しく参加できる行事として、これから

も続けていきたいと考えています。

　1月31日（日）午後1時30分から、勤労福祉会館視聴覚室と和室「さつき」にて節分交流会を開催しました。参

加者は83人（うち外国人はブラジル、ペルー、フィリピン、タイ、ネパールの親子17人）でした。

 「そよ風」のみなさん

 節分についてのお話

和服姿で抹茶をたてる
スタッフのみなさん　

「鬼は外、福は内」
鬼も一緒になって豆まきをしました

節　分　交　流　会
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文化講座「ナイジェリアってどんな国」

2月13日（土）　世界の歩き方部会

　勤労福祉会館視聴覚室で午後

2時から開催、講師は蒲郡市英

語指導助手のオジョ・アビオド

ゥンさん（ナイジェリア出身、

男性）で参加者は40人でした。

　民族衣装を着て登場、ナイジ

ェリア連邦共和国の文化、社会生活などをご自身の体験

談を入れ、流暢な日本語で話されました。会場の一角に

は、ナイジェリアの郷土料理を紹介した写真や装飾品を

展示、ブレイクタイムには、ハイビスカスティと「チン

チン」という油菓子を賞味し、その後、全員で「大きな

栗の木の下で」を現地語と英語、日本語で歌いました。

終始和やかな雰囲気でした。

世界の料理教室「ベルギー風家庭料理」

2月21日（日）　ホームスティ部会

　勤労福祉会館調理実習室で午前10時から開催、参加

者は54人でした。講師は当協会会長夫人の石川さつき

さんです。さつきさんはご主人（オーエスジー㈱社長）

の海外赴任に同行され、長期間の海外生活（米国、カナ

ダ、英国、ベルギーなど）で習得した料理の中から、今

回ベルギー料理を教えてくれました。

　メニューはクリームチーズと海老のカナッペ、サラダ、

鶏ラビゴットソース焼き、リンゴのコンポートでした。

日本人の口に合いどれもおいしかったです。ラビゴット

ソースは、酢、食用油、野菜のみじん切りをベースとし

たソースの一種で、食材に応じていろいろアレンジでき、

特に酢はワインビネガー、バル

サミコ酢、ポン酢などを使うこ

とができます。

　最後に質問コーナーがあり、

料理のこと以外にもいろいろ答

えてくださいました。

国際理解講座Ⅲ「日本語ボランティア講座」

3月6日・13日（土）

　勤労福祉会館第2会議室で土曜日の午後1時半から2回

開催、参加者は19人でした。外国人に対して日本語指

導をするための初級講座で、講師はことばの会スタッフ

の後藤桂子さん（1回目）と宮崎智美さん（2回目）でした。

　1回目は形容詞について「～な」・「～い」などの形容

詞の意味理解ができるようにするためには・・例えば学

習者からよく出る間違いや問題点で「きれい部屋です」

のような間違いが出ないためには・・などの内容でした。

　2回目は動詞についてでした。日本語教室部会のメン

バー中心に学びました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　お 花 見 交 流 会

4月4日（日）　フレンドシップ部会

　「みんなでお花見を楽しみましょう！」と勤労福祉会

館となりの新道第2公園で午後1時から開催、参加者は

75人にもなりにぎやかでした。

　会員と地域在住の

外国人の親睦を図る

目的です。花見だん

ごとお菓子が用意さ

れ、満開のさくらに

囲まれて当協会常務

理事・鈴木さんの挨

拶で始まり、外国人

の紹介、カラオケ、最後にみんなで豊川観光音頭を踊り

楽しいひとときを過ごしました。日本語教室の生徒さん

も参加され、ベトナム、中国、フィリピン、ブラジル、

ペルー、カナダ、ネパールなど国際色豊かでした。

講師のオジョさん

左が講師の石川さん

最後に記念写真を撮りました

三
味
線
の
伴
奏
で

踊
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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　昨年秋、関西国際空港からエミレーツ航空にてドバイ

で乗り継ぎ、モロッコのカサブランカへ。ドバイではエ

ミレーツ専用ターミナルを見学。とにかく広大で眩いば

かりの空港。現在も新ターミナルを建設中とか。

　いよいよモロッコへの旅の始まり。まず大西洋沿岸の

町マラケッシュ、エッサウラ、アガディールを旅する。

　そしてワルザザードと砂漠の街に入る。アトラス山脈

を越えるとそこは別世界。この山脈の高い壁が地中海の

温暖な空気を遮断し、南にはサハラ砂漠が迫る。山と砂

漠の狭間は北側とはまったく違う気候風土だ。広大な乾

燥大地に数本の川が流れ、そのほとりには豊かなオアシ

ス。オアシスはナツメヤシの林になっており、ちょうど

実りの秋でおいしいヤシの実を食べることが出来た。オ

アシスごとに点在する日干しレンガ造りの村、そしてか

つては要塞だったカスバの跡、村と村とをつなぐ途中の

風景も面白い。アイドベン・ハッドゥ村は日干しレンガ

造りの古いクサル（要塞化された村）のひとつ。その現

実離れした不思議な風貌は壮観だ。ここは「アラビアの

ロレンス」「ナイルの宝石」等の映画のロケ地となった

ところ。村では丁度サボテンの実も熟れていて食べどき。

ガイドが一つ手渡してくれる。甘くて美味。そしてその

付近の日干しレンガ造りのホテルを見学した。夏の暑い

日ざしの熱をレンガの厚い壁が遮断するのだ。

　いよいよ砂漠へ出発する日。早朝4時に起き、ホテル

を出て4ＷＤに乗り込む。あたりは真っ暗。道なき道を

ドライバーは慣れたもので突っ走る。大きく振動するか

ら足を踏ん張るように言われ、手で前の座席の肩をしっ

かり掴む。砂漠に入るには川を渡らなければならないが、

そこには橋はない。普段は水かさが少ないため歩いて渡

れるが大雨の後は4～5日も足止めを余儀なくされるこ

ともある。私たちは幸運にも渡ることが出来た。空を見

上げると満天の星。砂漠で日の出を待つ間、いつの間に

かターバンを巻いて目だけ出したスタイルの現地の若者

が4～5人、私たちを取り巻いて英語で話しかけ、楽し

ませてくれる。日が昇り始めると写真スポットをあちこ

ち案内してくれ、彼らのナビゲートで一時を楽しんだが、

別れ際、チップの手を差し出され、そういうことなのか

と気付く。これも旅のエッセンスか。その後キャンプで

温かいミントティーが、現地の人（ベルベル人）から振

舞われる。グラスにミントティーが注がれ配られるが、

白く濁ったグラスに、飲もうか飲むまいか迷ったが、好

意と手を出す。これはタダ。砂漠からの帰り道、化石探

しをする。足元を良く見るとアンモナイト、オウムガイ

の化石があちこちに落ちている。

　サハラ砂漠を後にして、車は、標高4000m以上ある

アトラスの山麓2000mまで上る。現地ガイドが高度計

で知らせてくれる。暫く走ると緑豊かな山々が近づいて、

イフレンの街に着く。町の標高は1650m。冬は雪に覆

われるほどの高地のため、真夏でもひんやりと涼しいそ

うだ。ヨーロッパ風の切妻屋根の家が並び、モロッコを

思わせない街だ。

　その後、日本の京都奈良に相当する世界遺産の街フェ

ズとメクネスを訪れる。世界一複雑な迷路街フェズを散

策。一般家庭でミントティーの入れ方を学ぶ。銀の食器

は代々のもの。ティーポットのお茶を、高くから注ぐパ

フォーマンスはとても興味深い。ご主人が入れるのも作

法の一つ。砂糖たっぷりがあちら流。

　駆け足で回ったモロッコの旅、幾度も訪れてもっと奥

まで知りたいモロッコ。凝縮された人類の縮図を紐解い

てみたい気持ちが掻き立てられる。

サハラ砂漠には　　　
ラクダが似合う

▲

▲オアシスのホテルには
プールも

魅 惑 の モ ロ ッ コ  魅 惑 の モ ロ ッ コ  海外旅行記 
六角町　宇野　波江 
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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(木)　午後6時～7時30分
場　所　勤労福祉会館視聴覚室
参加費　無料　　　定　員　40人
申込み　電話で事務局へ。

● 世界の料理教室「ブラジル料理」
日　時　6月20日(日)　午前10時～午後1時
場　所　勤労福祉会館調理実習室
参加費　会員600円　一般800円
定　員　36人
申込み　5月20日(木)から先着順に受付。電話で事務局へ。

● 友好都市無錫市新区訪問と
上海万博見学市民参加者募集

期　間　7月28日(水)～7月31日(土)
訪問先　中国江蘇省無錫市新区、上海
定　員　15人程度
対　象　20歳以上の豊川市内在住の方
参加費　105,000円程度
申込み　5月27日(木)までに電話で事務局へ。

● キッズワールドサマースクール
参加者募集

日　時　8月8日(日)　午前8時30分～午後4時30分
行き先　山びこの丘(新城市）
対　象　小学校4年生～6年生
参加費　1,200円　　定　員　40人
申込み　事務局へお問い合わせください。

● 中学・高校生体験学習プログラム
inマレーシア2010参加者募集

期　間　8月19日(木)～8月26日(木)
定　員　15人程度　　参加費　15万円程度
申込み　5月14日(金)までに、所定の用紙に記入のうえ

事務局へ。

事務局職員人事異動
　4月1日付で事務局職員の異動があり、挨拶を寄せ
ていただきました。

新常務理事　鈴木清市さん

　私たちの身近で生活している外
国籍人との交流を推進していくこと
は、とても大切なことです。豊川市
の発展にとっても不可欠です。
　多文化共生の中で、どこまでお役
に立つのかわかりませんが、精一杯

働いて、ボランティアの皆様とともに汗を流したい
と思っています。折りしも今年は協会が財団法人設立
20周年という記念すべき年に当たります。会員同士
の友情の輪がますます広がることを期待いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

前常務理事　早川善夫さん

　在職4年間、皆様方の温かいご支援、ご協力、ご指
導を賜り誠にありがとうございました。心から感謝申
し上げます。
　今や世界的な規模でボーダーレス化、グローバル化
が進み、国際交流や国際協力がますます重要となって
おり、また在住の外国人との多文化共生社会の構築が
大きな課題となっております。こうしたことから協会
に寄せられる期待はますます大きくなっていくものと
思います。協会にはこれまで多くの方のご努力によっ
て、20年間の実績があり、知識、経験があり蓄積が
あります。今後ともこれらを十二分に活用され、地域
から頼られる協会として、ますます発展されますよう
ご期待申し上げ、お礼とさせていただきます。ありが
とうございました。

前職員　近藤佐緒里さん

　7年前に8か月間、そして今回3年間と2回に渡り勤
めさせていただきました。素晴らしいボランティアの
皆様からさまざまな刺激を受けながら、楽しく充実し
た環境の中でお仕事をさせていただき本当にありがと
うございました。国際交流協会設立20周年を目前に
して退職することはたいへん残念ですが、5月出産の
ため、今後は育児をしながら会員としてできる限り協
会を盛り上げご協力できればと思っています。今後と
もどうぞよろしくお願いします。


