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　当協会は、かつて、国際協力機構が実施する青年招へ
い事業の地方プログラムを受託していました。
　当時、一地方の協会が単独で受託するのは異例のこと
でした。各国から有能な青年が豊川市で研修をしました。
　その中で、マレーシア青年が、帰国後、日本の優秀な
技能と、それを生み出す日本社会の実情を、次代を担う
若者にも体験させようと、「パマジャ」というボランティ
ア団体を組織し、毎年、日本の中高生に該当する生徒を
約20人豊川市に派遣するようになりました。
　それに呼応して、マレーシアとの交流を深めること
を目的に、マレーシア・サークルが発足しました。当初
は、マレーシア親善訪問団の訪問から交流をはじめまし
たが、「中高生による学生交換プログラム」実施の提案
がありました。また、シニアの実務経験者交流の提案が
あり、マレーシアの実務経験者が1カ月間、協会で実務
に携わったこともありました。当協会からの派遣も要請
されましたが実現に至りませんでした。

　その後、再度「学生交換プログラム」の実施を検討
し、5年前から、マレーシアの生徒の受け入れプログラ
ム実施とサポートに加え「中高生体験学習プログラムin
マレーシア」を主活動に位置づけました。
　これまでの参加者全員、ホームステイで愛情あふれる
家族関係を実感し、近隣との豊かな人間関係にふれ、人
が変わって帰ってきています。本プログラムの趣旨に賛
同し、付き添いボランティアとして参加していただいた
方々全員、生徒たちの変容に満足するとともに、本プロ
グラムの目的が毎回達成されていると自負しています。
　しかし、現在、参加生徒も付き添いボランティアも、
費用が自己負担であること、他にも同種のプログラムが
あること、さらに、派遣先の「マレーシア」が、英語を
日常語とし東南アジア有数の先進国であるにもかかわら
ず、その認知度と関心度が低いためか、応募者数にばら
つきがあるという問題を抱えています。皆さんのご支援
を期待しています。　　　　　　　　　　（文責・丸山）

【現在のメンバー数】

　11人、実動6人
【今期の役員】

　部 会 長・丸山正克
【設立】

　平成12年8月

マレーシア部会は今！ マレーシア部会は今！ 
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　平成22･23年度の協会の活動をリードする正副運営

委員長が決まりました。委員長の丸山正克さん、副委員

長の西牧瞳美さん・冨田須美さんから就任のごあいさつ

をいただきましたので紹介します。

運営委員長　丸山正克さん
　　　『単独から協同へ』
　「豊川市国際交流協会は何をしています
か？」という問いに何と答えましょうか。
　表題の『単独から協同へ』という発想は、

この疑問がもたらしたものです。
　本年度第2回目の運営委員会で、この具体的内容を委
員の皆さんにお伝えしました。すでに部会を通してお聞
きになったと思いますが、改めてお話いたします。
　本協会の目的は、在住外国人との豊かな共存環境作り
に貢献することです。同好の仲間が集まって部会を設立
し楽しむのが目的ではありません。しかし、具体的に貢
献する場を設定し提供することは簡単ではありません。
結果的に、自分たちのお楽しみ会、あるいは研修活動の
みになってしまうというジレンマがあります。
　そこで、4年ほど前から、一部の事業を、ある部会が
核となり関係部会が協力する「プロジェクト方式」で実
施していただきました。その意図は、協力過程を通して
お互いの交流を深め、部会活動の共通理解を図るという
ことでした。
　『単独から協同へ』の「単独」は、部会の研修活動で
あり、その成果です。「協同」は、研修の成果を生かす
場を提供したり、その場に積極的に参加し成果を生かす
ことです。お互いに目標達成に貢献する場を提供したり、
貢献の場に積極的に参加・協力することは、部会相互の
交流と理解を深めるという副次目標達成という意味があ
ります。これをシステム化することによって、各部会の
特質を生かした本協会事業を推進することができるとと
もに、「豊川市国際交流協会は何をしていますか？」と
いう問いに答えることができるのではないかと期待して
います。

副運営委員長　西牧瞳美さん
　私が豊川市国際交流協会の会員になって
10年になるでしょうか。当時、私が所属
していた部会は「世界の歩き方サークル」
でした。しばらくは正に“井の中の蛙”状

態で、周囲のことはほとんど見えませんでしたし、知る
機会があってもその企画に参加する方法が分かりません
でした。今でも多くの方が当時の私と同じ思いでいらっ
しゃるのではないかと推測します。
　その後数年過ぎたころ、キッズワールド部会とフレン
ドシップ部会の行事に参画する機会を得ました。それで
いくらか私個人の世界は広がったものの、縦割りの傾向
は濃く、全体的に見た横のつながりは薄いものでした。
　2年前に組織の見直しが行われ、横のつながりに力を
入れるべく3つの小委員会が設置されました。
　ここにきて、私もやっと全体を見ながら横のつながり
の大切さを痛感しております。皆さん！まずいろいろな
イベントに参加してみてください。そして、他の部会の
方たちと交流しましょう。顔は見たことあるけれど、あ
の人だれ？ではなくなることで横のつながりを濃いもの
にしていきましょう。その和が国際交流協会の「根っこ」
となり、しっかりとした枝葉が育つものと確信します。

副運営委員長　冨田須美さん
　「就任あいさつ」…、さて何から話せば
いいのでしょう。そうそう、ちょうど20
年前に受けた電話インタビューを思い出し
ました。1990年“Ｗｅ”の記念すべき第

1号に、かなり若い（！）私の顔写真とコメントが掲載
され、おまけに「協会活動に積極的に参加するのが夢で
す」などと大それた発言をしています（まだ古い機関誌
を保存していらっしゃる方がいるでしょうか…？）。
　あれから20年、奇しくもこうしてごあいさつさせて
いただくことに何らかの因縁さえ感じます。
　会員歴は長くても、私はまったく新米の運営委員です。
先輩方の助言を仰ぎながら協会の活動のお手伝いをさせ
ていただくこと、それが私の「夢」であります。どうか
よろしくお願いいたします。

正副運営委員長決まる



株式会社 
〒441-8019 
豊橋市花田町字荒木95番地 
Tel：（0532）31-0012 
Fax：（0532）31-0190 
http://www.himika.co.jp

コンピュータのことなら、なんでもご相談下さい。 
□ LAN・ネットワーク構築　□ ハウジング・ホスティングシステム管理　□ 受託計算　□ システム設計開発 

（3）

　マレーシアのパマジャ＆コべナ海外研修グループが、
5月17日(月)と18日(火)の2日間、豊川市を訪れました。
　日本の文化と歴史、経済などを学ぶ研修ツアーの一環
で、日本の家庭にホームステイし豊川市との友好をさら
に深めるための訪問です。17日の午後に豊川市に到着

し、夕食の後グループ14人のうちの8人がホームステイ
をしました。翌日朝には豊川市を出発するという短い滞
在でしたが、日本の家庭生活に触れながら思い出に残る
交流ができたようでした。

マレーシア来豊

　5月20日(木)、財団法人オイスカ中部日本研修センタ
ーからインドネシア、マレーシア、フィジー、ミャンマー、

パプアニューギニア、
ケニア、スリランカ、
タジキスタン、トンガ、
フィリピンの10カ国
11人の農業研修生と5
人の指導員をお招きし
ました。
　午前10時からＪＡ
ひまわり管内の農業施
設を見学しました。午
後6時からは勤労福祉
会館視聴覚室で、参加
者総勢57人が6グルー
プに分かれ、テーブル
を囲んで茶話会形式の
交流会を開催しました。

大地球儀を用いた研修生によるお国紹介も好評でした。
　今回の特長は、日本文化紹介部会のみなさんによる西
川流の日本舞踊の披露でした。美しい和服姿での優雅な
踊りに研修生からは大きな拍手がありました。
　この交流会は1996年(平成8年)から毎年開催し、今年
が15年目となりました。
＜オイスカとは？＞

　財団法人オイスカ(OISCA＝The Organization for 
Industrial, Spiritual and Cultural Advancement-Inter- 
national)は、自然と人間の本来のかかわりを見直しなが
ら世の中を発展させることを理念として1961年に設立
されたNGOです。国内外に拠点を持ち、農業開発協力、
環境保全、人材育成等の活動をしています。国内の研修
センターの1つ、中部日本研修センターでは、12～15
カ月間アジアを中心にした地域から研修生を受け入れて
います。彼らは農業実習を中心に日本語や日本語の文化
も学んでいますが、豊川では十数名の研修生を農業施設
見学を主な目的として毎年お迎えしています。

オイスカ研修生との交流会

　5月22日(土)、23日(日)に第22回豊川市民まつり「お
いでん祭」が市野球場をメイン会場として開催され、多
くの市民で賑わいました。国際交流コーナーでは、今年
は「交流」をテーマに、メイン会場に設置されたテント
内で協会の活動を紹介するパネルの展示、ブラジルとペ
ルーの食べ物や飲み物の販売、世界の切手の販売などを
しました。そして毎年好評を博している、いろいろな国
の民族衣装の展示と試着を行いました。併せて国際交流

協会の会員募集もしま
した。2日目はあいに
くの雨で、メイン会場
の屋外特設ステージで
予定されていたフォル
クローレの演奏は中止
になりました。

おいでん祭に出展しました

こんな行事がありました

大地球儀でお国紹介

テーブルを囲んで乾杯！

民族衣装を着てみました
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　6月20日(日)午前10時から、勤労福祉会館調理実習室
にて恒例の世界の料理教室を開催しました。参加者は
50人(うちスタッフ12人)でした。いつものように申し
込み開始早々定員に達し、毎回人気がありうれしい限り
です。夫婦で参加してくださった方も2組いました。

　今回はブラジル料理ということで、講師は来日9年目
のジュリアナ･カンボスさんでした。事務局職員オマル
さんの奥さんで、8歳と2歳のお子さんのお母さんです。
オマルさんはペルー人なので、ラテンアメリカ同士とは
いえ国際結婚です。お国料理もやはりかなり違うそうで、
今は、ブラジル料理とペルー料理を半々に作っているそ
うです。
　メニューは、ブラジル風ビーフストロガノフのガーリ
ックライス添え、パルミト(やしの芽)のサラダ、ブリガ
デイロ(チョコレートムース)でした。
　ビーフストロガノフは、日本でイメージするデミグラ
スソースのものとは大きく違い、生クリームベースでお
肉たっぷりのものです。ブラジルでは牛肉をたくさん食
べられるそうで、練習会でオマルさんが用意してくれた
牛肉は一人250グラムでした。さすがにそこまでは食べ
られないと本番は100グラムにしましたが、「結構なボ
リュームだね」と言いつつ、皆さんおいしく完食してい
ました。
　ガーリックライスは、炒めずに、にんにくのみじん切
りと塩、油を入れて炊き込むものでした。簡単な上に大
変おいしくお勧めです。

　サラダに使ったパルミトは、やしの新芽を酢の利いた
汁に漬け込んであるものです。ブラジルでは大変一般的
な食材です。食感は筍によく似ています。漬け汁がかな
り酢が利いているので好みが分かれるとは思いますが、
女性の方には概ね好評でした。ブラジルの方はこれだけ
で漬物のように食べるそうです。今回はサラダとしてあ
わせる野菜をオニオンスライスと生ピーマン、ドレッシ
ングにはレモン汁、と結構刺激の強い食材を使いました
が、食べてみるとあっさりとしていて、ビーフストロガ
ノフとの相性はバッチリでした。
　ブリガデイロは、生キャラメルに近い、とても甘いお
菓子です。作る過程は単純ですが根気の要る作業となり
ました。これもブラジルでは大変一般的なお菓子で、手
作りとともに、お店でも簡単に買うことが出来るそうで
す。以前にもワールドフェスティバルやおいでん祭など
で食べたことのある人もいると思います。(下記レシピ
参照)。
　次回は来年2月の予定です。この料理教室はホームス
テイ部会が中心となり開催しています。毎回どの国の料
理にするか、どなたを講師にするかなどを計画したり、
練習会をしたりして当日に備えています。一緒に楽しん
でくれる方々を随時募集していますので、活動に興味が
ある方は事務局までご連絡ください。

　　ブリガデイロ　　ブリガデイロ　　ブリガデイロ　　ブリガデイロ　　ブリガデイロイロ　　ブリガデイロ　　ブリガデイロ
（材料）
　練乳　　　　　　300グラム
　ココア(加糖)　　大さじ5
　マーガリン　　　大さじ2
（作り方）
　1. 全ての材料を火にかけ、つやが出るまで練る。
　　 (約30分。水分を飛ばすように)
　2. 冷蔵庫で冷やし固める。
　3. 手にマーガリン(材料外)を塗って丸める。
　4. まわりにチョコスプレーやココナッツをつける。

　男の方も参加して
▼いただいています。

▲右から2番目が講師の
　ジュリアナさん

ブラジル料理　　ホームステイ部会
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　今回、キュバティーノ部会員10人で5月13日から19
日までキュパティーノ市を訪問し、ラスベガス、グラン
ドキャニオン、ロサンジエルスと巡ってきました。
　セントレアから成田経由で朝サンフランシスコに着き、
ゴールデンゲートブッリジなど市内見学をしました。ク
ラムチャウダーの美味しいランチの後、フェリーに乗り
有名な監獄島アルカトラズ見物をしました。正しく監房
の中で映画の場面にタイムスリップしたかのようでした。
その日はホテル泊。
　14日は午前中にスタンフォード大学へ寄り、校内の
フーバータワーから大学の広大な敷地を360度展望しま
した。遥か彼方にはゴルフカントリーも見え、タイガー
ウッズが中退生とか、鳩山由紀夫前総理もこの大学出身
者と教わりました。午後キュパティーノ市役所へ到着し
ました。ヴァージル夫妻、キュパティーノ市役所の方の
歓迎を受け、オーガニック専門のホールフーズマーケッ
トをまず見学しました。惣菜コーナーではあらゆるオリ
ーブの味を試食でき得した気分に。また、メモリアルパ
ークを散策していたら偶然、以前使節団で豊川に来たと
言う女性に会い、皆で記念撮影をしました。市役所から
お土産にバッグをプレゼントされ、これは帰りのセカン
ドバックとして大助か
りでした。議事堂や図
書館などを見学し、夕
5時半にそれぞれが迎
えに来られたホストフ
ァミリーに面会できま
した。
　私と松井さんのホストファミリーはシャシイさん宅で
した。彼女は去年の夏、キュパティーノ中学生使節団引
率の先生として豊川に来られていました。ご主人のラデ
イ・シャシイ、息子のマルー、ご主人の姪のアパーが気
さくに歓迎してくださり大変うれしかったです。到着後、

邸内の部屋を紹介してくださいました。私達の部屋には
ベットが2台用意されていてまるでホテルのようでした。
シャシイはガーデニングが好きで、庭で野菜やフルーツ
を栽培しており、オレンジがたわわに実っていました。
ここカリフォルニアは夜8時頃まで明るく、夕食に出か
ける時にはアメリカへ来たことを実感しました。
　次の日はご夫妻にサニービーチの素敵な景観を見に連
れて行っていただきました。そこは私が今まで見たこと
のない素晴らしい景観で写真撮影には絶好な場所でした。
海岸に一面の大きなマツバボタンのような花々、青い空、
海、お洒落な家々。時折、散歩やジョキング、サイクリ
ングを楽しんでいる人と挨拶を交わしたり、アメリカの
スケールの大きさや、フレンドリーな雰囲気に感激しま
した。夜は、私たち一同のために姉妹都市委員会のメン
バー 20数人がカウサ
ーさん宅でポットラッ
クパーティーを開催し
てくださいました。私
にとっては初めてお会
いする方ばかりで、写
真を撮ったり私たちが
持っていった日本酒を味わったり、料理を戴いたりして
いました。皆さん楽しそうに懇談されて遅くまでお開き
になりませんでした。
　16日はラスベガス見物。シルクドソレイユ“O（オー）”
の水上パフォーマンスを堪能しました。
　17日はグランドキャニオン行きで、初めてセスナ機に
乗りました。機上からの世界遺産の凄さに驚嘆しました。
　次の日は何と早朝3時半にホテルを出て、ロサンジェ
ルスに向かいました。ロスは旅行中初めての雨でしたが、
バスでの市内観光だったので大丈夫でした。
　帰途はロス発13時53分、成田着19日16時22分。そ
して無事セントレアへ戻ることができました。
　私は部会員でありながらキュパティーノ市を知りませ
んでしたが、この旅行ですっかりフアンになることがで
きました。歓迎してくださった皆さんに応えて、これか
らも交流が末永く続くようお手伝いをしたいと思います。

ポットラックパーティ

花いっぱいの景観

姉妹都市キュパティーノ市訪問姉妹都市キュパティーノ市訪問

国府町　石黒　みのり
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　7月4日（日）午後1時30分から、勤労福祉会館
視聴覚室で七夕交流会を開催しました。参加者はス
タッフ含みで76人（うち外国人はブラジル、ペルー、
中国、アメリカの親子）でした。
　今回が初めての試みで日本文化紹介部会とフレン
ドシップ部会が活躍してくれました。来場された方
から順に抹茶をいただき、短冊に願いを書き、七夕
飾りを作りました。
　司会者、秦名道子さんの始まりの挨拶の後、参加
者を国別で紹介、みんなで歌「たなばたさま」を子
どもたちによる楽器（ピアニカ、鈴）の演奏で歌い
ました。外国人とゲームで交流しつつグループ分け
し、クイズで楽しみました。部屋を暗くし、スライ
ドを見ながら絵本「ねがいぼし、かなえぼし」のよ
み語り、その後フリーマン・ウィルさん（アメリカ
人）が絵本「How to catch a star」を英語で読ん
でくれました。
　最後に外国人に合わせて、みんなで「きらきらぼ
し」を英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、
日本語で歌いました。金平糖と星のせんべいをもら
い、七夕飾りの笹を手に帰りました。

　日本文化紹介部会は抹茶のサービスと七夕飾り作りのために事前に抹茶に添え
るお菓子（水羊羹）と笹につけるためのたくさんの飾りを手作りしてくれました。
当日もメンバー全員は浴衣を着て華を添えてくれました。初めての試みでしたが
好評でこれからも続けていけるといいと思いました。

　「OKAASAN、私　結婚しま
す。ぜひ結婚式に出席して下さ
い、お父さんが招待状を送りま
す。」
　2005年12月に我が家にホー
ムスティしたマレーシアの娘ア
ユニさんが、ある日Ｅメールで
嬉しい報告、我家に来た時は大
学生だった彼女、明るく好奇心
旺盛で、元気いっぱいの彼女
は、その後もずーっとＥメール
で近況を知らせてくれました。
2007年3月に夫と私はランカ
ウイ島の彼女を訪ね、家族のみ
んなとも親交を温めることがで
きました。その時はお母様から
マレーシア料理を教えていただ
き、我がホームスティ部の人気
プログラム「世界の料理教室」
で紹介することになったのでし
た。娘のいない私は、どうして
も現地でアユニさんの晴れ姿が
見たい“OKAASAN”の心境で
「行くゾ」と決めたのでした。

抹茶の準備

笹飾りの製作

楽器演奏の子どもたち

豊川市に住む外国人で
人口の多い国は…？
などクイズを楽しむ

最後に記念撮影
英語で絵本の
読み聞かせ　

家
の
前
の
様
子

楽
団
が
音
楽
を
奏
で

て
い
る

七 夕 交 流 会
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（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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　2010年3月12日成田を飛び立ちＫＬには、ほぼ定刻
午後5時頃に到着、ここで国内線に乗り換え、タクシー
で街に入りホテルには10時には入れる…はずだった!!
　ところが「マレー時間」の洗礼はここから始まった。
8時になっても搭乗のアナウンスがない、係りの人らし
き人にたずねると「多分1時間くらい遅れる」と言う。（こ
れが日常茶飯事だと言うことを後で随所で知ることにな
る）真夜中にホテルに着いてホッとする。
　翌日、ホテルで日本から持ってきた夏着物に着替え、
タクシーで会場に向かう。招待状の裏に書かれた地図を
運転手に見せたが、自信の無い顔で…それでも出発した。
途中で尋ねながら家に近づくと、道端に結婚式の案内板
があり、そちらに向かう車とか人の気配で「あの家だ！」
と発見。自宅とその両隣の庭を借りて、家の前にはテン
ト、たくさんの人が集まっている。受付けなんて無い。
すでにテントの中に備えられているテーブルで、飲んだ
り（お酒は無い）食べたりしている。「アユニさんは、
どこ～？」と探すと「OKAASA～N」と駆け寄ってきた。
　全身キンキンの花嫁衣裳の彼女、きれいにお化粧をし
て、まばゆいばかりに美しい。ファミリーと親族はそれ
とわかる統一した黄色の民族衣装を着ている。ご両親に
あいさつを済ませて、新郎を探すが、それらしき人が見
当たらない。「だんな様はどこ？」と尋ねると、彼は2
時に到着すると言う。それまで食べたり、写真を撮った
り決まった席などない。楽団もいて音楽を奏でている。
まだ幼い少年がマイク片手に歌っている。テレビにも出
るプロの歌手だとか。この日のために牛を2頭解体した
という。職人が来ている。自宅の中はすべて花やクロス

で飾りつけられている。台所では親
類の女性達が忙しそうに働いている。
当日の料理長はアユニさんのお兄さ
ん。新郎の親戚一同のために準備さ
れたテーブルに料理を並べるのに汗
だくである。民族衣装を着た少女達
がバスケットに入ったお土産（ゆで卵、石鹸、日焼止め
オイルなど）を配って歩いている。着物が珍しいようで、
いろんな人が話しかけてくる。お料理も運んでくれる。
そうこうしている内に、花婿の行列が到着したという知
らせが入り、日傘を差しかけられた花嫁が花婿を迎える
のだ。びっくりしたことに花婿と介添人の男性がサング
ラスで登場（???）まぶしいのかな、それともはやりの
ファッション？と思って問いただすと、昔はお面のよう
なもので顔を隠して登場したのだそうだが、今はそれが
面倒なので「my idea」とアユニさんは笑っていた。新
郎新婦の席に座ったお似合いの2人。たくさんのカメラ
に取り囲まれて「ハイポーズ」。その後白いドレスとモ
ーニングにお色直しをして「ケーキカット」。お互いの
お口に「アーン」。その後が大変だった。5年前に私が
リサイクルショップで買ってあげた振り袖を着ると言う
のだ。「中古のものだから…」と言ったがどうしても着
るといい、ボインボインの彼女にヤットコサ着せる。ス
カーフの着物姿も愛嬌があって可愛かったのでした。（こ
の結婚式はいわば披露宴で正式の式は前日の金曜日の夜、
親族だけでイスラム教のモスクで行われていた）やっと
解散は午後6時、初体験のマレーシアの結婚式が終わっ
たのでした。めでたし�めでたし�

KL 
（クアラルンプール） 

アロースター 

ペナン 

マレーシアの結婚式 マレーシアの結婚式 海外体験記 牛久保町　笠原　栞 
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●外国語講座受講者募集
◆英会話初級Ａ
　9月7日～11月30日 毎週火曜日
　午後1時30分～3時 定員25人
◆英会話初級Ｂ
　9月2日～11月25日 毎週木曜日
　午後7時30分～9時 定員25人
◆日常中国語会話
　9月8日～12月1日 毎週水曜日
　午後7時30分～9時 定員20人
◆日常韓国語会話
　9月3日～11月26日 毎週金曜日
　午後7時30分～9時 定員20人
場　所　勤労福祉会館
受講料　会員6,000円　一般10,000円
申込み　8月20日（金）までに電話で事務局へ。
　　　　定員を超えた場合は抽選です。

●日本語スピーチコンテスト応募者募集
日　時　10月31日（日）午後1時30分～4時
場　所　勤労福祉会館視聴覚室
内　容　テーマは特に指定はありません。小・中学生の

部は3分以内（800字程度）、高校生以上の一般
の部は5分以内（1,000字程度）。

応募資格　市内在住で日本語が母国語でない小学生以上の
男女。

審査方法　書類審査に合格した方に、当日スピーチしてい
ただきます。

賞　　　各賞とも賞状と賞品。
応募方法　指定の申込書と原稿（原則として日本語で。ロー

マ字も可）を9月30日（木）までに郵送又は
ファックスで事務局へ。審査合格者には10月
12日（火）までに連絡します。

●文化講座「メキシコってどんな国」
受講者募集

日　時　9月18日（土）午後2時～4時
場　所　勤労福祉会館視聴覚室
講　師　チャムー アリアス コラール女史
内　容　メキシコの風土、歴史、文化、人々の暮らしの

ようすなどについて紹介します。
定　員　60人
受講料　会員300円　一般500円
申込み　8月20日（金）から先着順に受け付け。電話で

事務局へ。

●お月見交流会参加者募集
日　時　9月19日（日）午後6時30分～8時30分
場　所　勤労福祉会館
内　容　地域在住の外国人とお月見にちなんだ交流茶話

会を行い、お月見の風情を楽しみます。
定　員　100人
会　費　200円（小学生以上）
申込み　9月13日（月）までに電話で事務局へ。

●チェコ講演会受講者募集
日　時　9月25日（土）午後1時30分～3時30分
場　所　勤労福祉会館大研修ホール
講　師　高エネルギー加速器研究機構特別准教授大須賀

鬨雄（ときお）さん（豊川市御油町生まれ、茨
城県つくば市在住）。

内　容　團伊玖磨の「夕鶴」を日本語でチェコ人に覚え
させ、プラハ国立劇場等で上演し好評を得た。
「多文化への挑戦」と題し講演。

定　員　150人
受講料　会員300円　一般500円
申込み　9月17日（金）までに電話で事務局へ。


