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　32年前の昭和53年12月19日、豊川市役所で行われた
調印式により、豊川市とアメリカ合衆国カリフォルニア
州キュパティーノ（以下、キュパと略します）市との姉
妹都市提携は正式にスタートしました。中学生交流が翌
年の昭和54年から始まって、毎年行ってきていますが、
最初からの数年間はほとんど行政主導で交流事業が行わ
れました。しかし、昭和62年ごろ、行政主導から市民
主導へ方針転換があり、姉妹都市交流を中心に、市民に
よる諸外国との草の根交流を促すために豊川市国際交流
協会が設立されました。
　その後、提携10周年記念事業として72人の市民使節
団をキュパ市へ送ったり、実行委員会の親善使節団が
キュパ市を訪問したり、豊川市でも大勢の人の受け入れ
をして、姉妹都市交流は活発に行われていました。その
後はしばらく、協会設立時の幅広い外国との交流という
趣旨にもより、キュパ市との関係は少し薄れました。
　そして時が流れて、姉妹都市提携20周年を機に、ど
うしても、異動があり人的交流に支障が出る行政の職員
に代わって、一般人による末永い草の根の交流を目指し
て、このサークルが設立されました。訪問して楽しい思

いをさせていただいた恩を、今度はこちら側がお返しを
するという精神で交流できたらどんなに素晴らしいこと
かと思います。
　主な活動は、大人の交流は隔年しかありませんので、
毎年キュパ市中学生が来豊の時、市内見学や歓迎会のサ
ポートをしています。また、3年前の姉妹都市提携30周
年交流の際に、以前に姉妹都市交流で知り合いになった
人たちの再会する機会としてハッピー・アワーという独
自企画も実施しました。これは喜んでいただけ、大成功
でした。昨年からはキュパ市中学生へのお土産として手
作りカレンダーの作成を手がけています。
　私は今年度部会長になりました。キュパ部会の設立時
の精神を大事にしながら、新しい取り組みもしたいと思
います。今後の課題としては、姉妹都市交流に参加した
い人、もっとかかわりたい人たちの受け入れ態勢の構築
と情報提供です。これさえできればキュパ市との姉妹都
市交流はさらに、今まで以上に盛んに行われるようにな
ると信じています。部会への見学、参加は大歓迎です。
関心のある人はぜひご入会ください。

（文責　マイナー・アラン）

【今期の役員】

　部 会 長　マイナー・アラン
　副部会長　マイナー・治子
　会　　計　松井智江
【現在のメンバー数】

　23人、実動17人
【設立】

　平成11年1月

2年前に実施したハッピーアワーでの記念撮影

キュパティーノ部会は今！ キュパティーノ部会は今！ 



（2）

　今年も夏休みの8日間、本協会との交流の深いマレーシアへ訪問しました。こ

のプログラムの目的は、学校訪問やホームステイを体験して、外国の異文化に触

れることで、子どもたちが国際的視野を広げ、国際理解を深めることです。総勢

13人（中学生6人、高校生2人、付添5人）の参加で実施しました。

　事前に6月から8月にかけ6回、日程・ホームステイについて、パフォーマンス

などの練習、旅行の注意事項などについて研修会を開催しました。報告書の中か

ら井上さんと椿さんの手記を掲載します。

報告書の中から丸山団長の断食についての記述の一部

　今回のプログラムは、イスラム教の大変重要な教義
に基づいて実施される「断食（ラマダン）」期間中に
実施しました。
　ラマダンの目的は、満たされた生活のありがたさを、
身を以って体験することだそうです。満足を最も現実
的に感じるのは食欲を満たすことから、断食をし空腹
に耐え、日没後に十分な食事をとることで、ありがた
さが実感できるというのが教義となったようです。従
って、ラマダン中（1カ月間）でも仕事は平常どおり
行われています。
　今回のプログラム実施を計画するとき、すでにラマ
ダンの時期と重なることは承知していました。ホスト
ファミリーが断食しているなかで、イスラム教に関係
ない私たちの生活はどうなるのか想像できませんでし
た。日本人の一般的な感覚から、家族が断食している
中で、私たちだけが食事というのは大変気が引けます。
しかし、先方からの答えは問題なしと言うことでした。
　信仰の深さと言いますか、教義に厳しく向き合って
いる信者はラマダンの時期に日本に来ても断食してい
ます。子どもも当然、大人と同じように断食をします。

マレーシアでの体験を振り返って
高校2年　井上　桜子

　私がこのプロがラムの参加を決めた理由の1つに異文
化体験をしたいという思いがあります。出発前にマレー
シアについて調べてみると思っていた以上に文化的な面
で私たちと違う部分が多く、驚き、ワクワクしたのと同
時に不安を感じたこともありました。特にトイレに関し
ては不安だらけでした。また、イスラム教は断食を行っ
ている最中だと聞いていたので、私たちも経験できるの
かなと思いながら出発しました。
　実際のホームステイはペアで、しかも両親が日本語を
話せる方だったのでコミュニケーションに困ることがあ
りませんでした。トイレは最初は虫がいるし、薄暗いし
ペーパーもなくて大丈夫かなと思いましたが、慣れてし
まうと全く平気でした。トイレなど様々な面で異文化を
感じましたが私が一番
違っているなと思った
のはイスラム教の断食
というものについてで
す。私たちのホームス
テイ先には3歳から10
歳の子ども達がいまし
たが、一番下の子以外

伝統的なマレー式食事風景

右端が井上さん

中学・高校生体験学習プログラム in マレーシア2010 2010 
平成平成22年8月19日（木）～26日（木） 

マレーシア・ペナン州ン州 及び クアラルンプール近郊近郊 

中学・高校生体験学習プログラム in マレーシア2010 
平成22年8月19日（木）～26日（木） 

マレーシア・ペナン州 及び クアラルンプール近郊 
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4人とも断食をしていました。私たちが昼間に食事をし
ていて不思議に思っただろうに、当たり前だけどすごい
なと思いました。ホストファミリーの方はたくさんマレ
ーシアの伝統的な料理を食べさせてくださり、やはり辛
かったものもありましたが、どれもすごくおいしかった
です。私たちはスプーンなどで食事をしましたが、ホス
トファミリーはみんな手を使って食事をしていたので今
度は挑戦してみたいです。他にも色々な場面で普段と異
なる体験をすることができました。
　マレーシアでの生活、イスラム教の文化は日本人の私
たちとかけ離れていることも沢山ありましたが、ホスト
ファミリーの方はとても良くしてくださりました。文化
が違っても人の優しさは同じです。ホームステイでない
とできないとても貴重な経験を今後に活かしたいです。
　見学プログラムの中ではモスクの見学を一番楽しみに
していましたが、一番印象的だったのはＷＡＲ ＭＵＳ
ＥＵＭの見学です。実際にここで戦いがあった場所かと
思うと、とても圧倒されました。生きるのも死ぬのもつ
らい状況だったと思います。現地のガイドの方も何度か
“ＨＩＳＴＯＲＹ”というワードをおっしゃられていま
したがこんな歴史は二度と繰り返してはならないと思い
ました。
　今回のプログラムに参加して勉強になったこともたく
さんあるし、反省しなければいけないこともたくさんあ
ります。そしてこの旅で多くの人に出会い、温かい優し
さをいただきました。この輪を大切に育てていけたらい
いなと思っています。

マレーシア体験学習プログラムに参加して
中学校2年　椿　洸星

　僕は、このマレーシアに行って、びっくりしたことが
たくさんありました。まず1つ目は、交通がぐちゃぐち
ゃで、車が3列や4列になって走っていたことです。日
本だったら、まず警察に注意されるのにされず、また、
人がひかれたりすることが無いことにびっくりしました。
　2つ目は、ホームステイ先の部屋の中にハエがたくさ
んいるのに気にしないことです。日本だったら、すぐに
虫除けスプレーで追い払うのに、すごいなと思いました。
　3つ目は、そこらへんにある木の実を平気で食べてい
たことです。また、その木の実にアリなどの昆虫が付い
ていたのに、食べていたことにびっくりしました。日本
ならきっちり洗ってから食べるだろうと思いました。
　4つ目は、物価がとても安いことです。キーホルダー
を6個買ったら、6リンギット（日本で180円ぐらい）
だったことに、びっくりしました。
　また、みんなで楽しもうとしたり、いつも話さない人
と話すことができました。しかし、その一方で、ガイド
の人がどこかに連れていってくれても、車から出る人が
少なかったことがいけないなと思いました。
　ホームステイのファミリーは、僕にとても気を使って
くれて、飲み物を出してくれたり何か食べたい物がある
か聞いてくれたりして、とても楽しく過ごすことができ
ました。また、他の学校に連れて行ってくれたり、夜中
に高速道路を使ってシ
ョッピングに行ったり、
とても熱いオレンジジ
ュースを飲んだりしま
した。
　街中の観光では、Ｋ
Ｌタワーに登ったり、
バードパークで、一度
見てみたかったサイチョウを見たりしました。
　今回、マレーシアに行って、たくさん学ぶことができ
ました。また、機会があったらもう一度マレーシアに行
きたいと思います。

ペナンの学校の前で記念撮影

左端が椿さん
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　中部国際空港から2時間半の飛行時間を経て、上海浦
東国際空港に到着した。現地ガイドの出迎えを受け、リ
ニアモーターカーに乗車し龍陽路駅へと向かった。スモ
ッグが原因であろうか、何となくどんよりとしていて青
空は見えなかった。市内観光を終えた後、16時に万博
会場に到着。中国館の入場は、2時間半待ちの末であっ
た。中国がいかに発展したかの大映像、また中国古代都
市の繁栄ぶりや歴史遺産と風景の画面、電飾を駆使した
自然の空間等がその内容で、莫大な資金を投資して作ら
れているという印象を受けた。

　2日目も万博見学であったが、予約済みのイタリア館
はスムーズに入館でき、その後は自由行動とした。大変
な思いをしたが、運よく入館できた万博会場を後に、疲
労回復のため全員ツボマッサージを受け、オプション
の上海雑技を鑑賞した。ホテルに戻る途中で外灘の有名
な夜景見学に立ち寄ったが、中国は現在の繁栄ぶりを世
界に向けて発信したいのであろうか、上海万博と同様こ
れでもかという感じで林立するビルに電飾が施されてい
た。
　3日目は、バスと高速鉄道を乗り継ぎ新しい無錫駅に
到着した。無錫市新区は、今まさに建設ラッシュである。
錫恵公園を見学した後、贈呈式のある新展示センターへ
向かった。双方の代表挨拶に続き、モニュメント（風の
中の母子像）の除幕式、続いて豊川側からは和太鼓の披

露、新区側からは太極拳・錫劇の披露があり、全員で記
念撮影をし、1時間程で終了した。その後、バスでコニ
カミノルタの新区工場に向かった。社員総数は約3,300
人（日本人スタッフは25人）で20歳前後の若者が礼儀
正しく、真面目に働いていた。次に宿泊先の歓迎会会場
に向かった。挨拶と乾杯を皮切りに歓迎会が始まり、新
区側は「乾杯、乾杯」と大変温かいもてなしで我々を歓
迎してくれ、会話も弾み笑顔もあふれ、会はたいへん盛
り上がった。豊川側全員がお礼として「豊川市歌」「北
国の春」を披露すると、新区側のメンバーも大勢加わり
大合唱となった。最後に日本文化紹介部会による手作り
の吊るし雛と和紙人形のお土産を送ると大変喜ばれ、本
当に賑やかな歓迎会であった。
　最終日は太湖周辺の観光となった。水面は青粉に覆わ
れ汚れてはいたが、太湖は琵琶湖の3.5倍で、スケール
の大きさを感じた。無錫の観光地は広々としていて、自
然を利用した景観はすばらしいものであった。全ての日
程を終え、18時25分中国の地を飛び立ち、中部国際空
港に全員無事に到着した。
　万博については、人気パビリオンはいずれも数時間待
ちというところがほとんどであり、人の多さと会場のス
ケールの大きさに驚かされた。無錫市新区との交流につ
いては、友好都市提携の調印が昨年4月になされたばか
りで、まだ行政レベルの段階であることから、今回の訪
問においては、市民間同士における交流の実現までには、
時間を要するという印象を受けた。今後の市民交流に期
待したい。

▲中国でも万博といえば
　“大行列”です

イタリア館では、中国
にいながらヨーロッパ
気分です ▼

▲歓迎会では新区
の方々も加わり
大合唱となりま
した

「友好都市無錫市新区と上海万博市民訪問団」に参加して
7月28日（水）～31日（土）　　　　　　　　常務理事　鈴木清市
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　協会では豊橋市の姉妹都市アメリカ合衆国オハイオ州
トリード市のインターナショナルユースアカデミーへ、
7月21日から8月9日までの20日、市内在住の高校生3
人を派遣しました。帰国後の9月11日(土)午後2時から3
時過ぎまで勤労福祉会館視聴覚室で3人の報告会が行わ
れ、英語部会のメンバーなど13人が参加しました。高
校生は流ちょうな英語を話し報告と質疑応答は英語で行
われました。参加者からの質問が多くて予定の時間を超
過し、盛況のうちに終了しました。
◆アカデミーの内容

　トリード市は、スペ
インのトレド市、ブラ
ジルのロンドリーナ
市、そして豊橋市など
の姉妹都市をはじめ友
好関係にある数カ国か
ら毎年夏に高校生を集
めて、3週間ホームス

テイをしながらトリード市の高校生と一緒に学習したり
文化交流活動に参加する国際ユースアカデミーを実施し
ています。このアカデミーを通じて次代を担う若者の国
際的視野を広げ、地域の国際化を推進することを目的と
しています。協会としては平成15年度から事業に組み
入れています。しかし今年はなぜか日本の高校生のみの
参加となりました。
　アカデミーは平日の毎日行われ、午前中がアメリカ史
の講義と英語のレッスン、午後は市内外の施設見学、プ
ロ野球観戦など様々な活動が組み込まれていました。週
末はホストファミリーと過ごし、エリー湖遊覧、ホーム
パーティー、モールでのショッピングなどアメリカの生
活を体験してきました。
◆ホストファミリー
　4人のホストファーザーあるいはマザーの職業は大学

教授、オーケストラの指揮者、エンジニアなどで、大き
な庭付きの家に住み日本車のホンダやトヨタを使用して
いました。あるホストファーザーは大学で日本史を教え
ていて、上手な日本語を話したそうです。またあるホス
トファミリーはベジタリアンで、滞在中に肉を食べるこ

とができなかったとい
う、ユニークな体験を
した生徒もいました。
　アメリカでも日本の
ビデオゲーム、コミッ
クブックなどに人気が
あり、ビデオゲームを
して楽しみました。お

世話になったお返しに日本のお好み焼き、稲荷寿司、ち
らし寿司を料理したり、茶道や書道を披露して喜ばれた
そうです。今回のプログラムを通じて日本の文化を再認
識することもできたようです。
◆トリード市の概要
　アメリカ合衆国オ
ハイオ州ルーカス郡
の都市。ミシガン州
デトロイト市から南
へ約100㎞、エリー
湖の西に位置してい
ます。人口は約33
万人、面積は約210�(豊川市の1.3倍)です。産業は自
動車、ガラス、プラスチック、金属製品などの製造業が
活発で、The Glass Cityと呼ばれています。また、穀物
生産も盛んです。美術館には世界中から集められたガラ
スコレクションがあり、動物園は敷地面積が約26haあ
り見どころがいっぱいです。メトロパーク(都市公園)が
整備されていて、水と緑の美しい街です。豊橋市とは
2000年4月に姉妹都市提携を結んでいます。

報告をする3人の高校生

ニューヨーク 

ワシントン 
ロサンゼルス 

サンフランシスコ 
キュパティーノ 

デトロイト 

トリード市 

熱心に聞き入る英語部会員

トリードインターナショナルユースアカデミー2010
派遣高校生報告会 英 語 部 会
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　小学生と外国人との交流を目的としたキッズワール
ドサマースクールは、昨年と同様に新城市の学童農園
やまびこの丘で開催しました。参加者は小学校高学年

の児童など64人でした。外
国人リーダーは中国、ブラジ
ル、インドネシア、インド、
ペルー、スウェーデン、オー
ストラリアの7カ国でした。
　アマゴのつかみ取り、大き
なスイカ割り、缶積み等のゲ
ーム、やまびこ体験など大変
楽しく、元気あふれる子ども
の笑顔が印象的でした。
　伝承館での先生の話で、昔
の山里の人々の暮らしを知る
ことができ、現在の私たちの
環境や生活を改めて考え直す
必要性を学びました。

　勤労福祉会館視聴覚室で、午後2時から開催しまし
た。参加者はラテンアメリカ部会の親子20人でした。
　豊川警察署のお巡りさんから警察の仕事内容や交

通ルールなどの話を聞きま
した。その後、警察官の制
服を試着して、人気のコノ
ハ警部と記念撮影するなど
楽しい時間を過ごしました。
　この会は、平成16年から
毎年1回開催しており、今
回が7回目です。日本で生
活していくうえで必要なル
ールを分かりやすく教えて
いただき、ありがうござい
ました。

キッズワールドサマースクール　　7月25日（日）　キッズワールド部会

お巡りさんと話す会
8月7日（土）　ラテンアメリカ部会

　豊川の夏の夜を華麗に彩る一大イベント「第23回
豊川手筒まつり」が陸上競技場で開かれ、9万5千人
（主催者発表）が来場しました。
　オープニングは午後5時30分から15団体630人に
よる市民おどりでした。部会からは22人が参加、「豊
川観光音頭」「豊川音頭」「豊川穂の国お祭り音頭」「豊
川手筒まつり恋歌」の4曲を踊り、温かい声援を受
けました。

豊川手筒まつりに参加
8月28日（土）　日本語教室部会

全員集合

やまびこの丘にて

ゲームを楽しむ

コノハ警部登場

コノハ警部と記念撮影 踊りながら行進日本語教室部会のメンバー

こんな行事が7月～9月



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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　勤労福祉会館視聴覚室で午後2時から開催、参加
者は73人でした。講師は名古屋国際センター市民教
室講師のチャムー・アリアス・コラールさんで、南
北アメリカ大陸の中で世界遺産が最も多くある国メ
キシコの文化や生活習慣について、ご自身の体験を
交えて話されました。
　会場の一角には、メキシコの装飾品を展示、ブレ
イクタイムには軽食タコスと飲み物を賞味しました。

文化講座「メキシコってどんな国」
9月18日（土）　世界の歩き方部会

　愛知万博で旧音
羽町のフレンドシ
ップ国チェコとの
交流を目的として
発足したチェコ部

会の設立1周年を記念して、勤労福祉会館大研修ホ
ールで午後1時30分から開催、参加者は73人でした。
講師は市内御油町生まれ、現在つくば市在住の物理
学者大須賀鬨雄さんでチェコの伝統のある劇場で日
本のオペラ「夕鶴」を演出した体験談を主体に話さ
れました。また、トゥーランドット等オペラを熱唱
され、その美声に参加者全員感動しました。
　豊川市長山脇実さんはじめ旧音羽町の町内会役員
も多数出席され、関心の高さをうかがうことができ
ました。

文化講演会「多文化への挑戦」
9月25日（土）　チェコ部会

　協会事務局前の屋外で午後6時30分から開催、参加
者は84人で、外国人は中国、フィリピン、ブラジル、
ペルー、アメリカなどでした。
　立派なススキを大きな花瓶に入れて飾り、部会員手
作りの月見だんごを供え、周辺をあんどんの明かりで
照らし、参加者を幽玄の境地に誘う工夫をしました。
　今回のメインは、昨年に続いて吉祥二胡楽団14人

による演奏でした。「月
の砂漠」「瀬戸の花嫁」
などおなじみの曲を披
露され、哀愁を帯びた
音色は参加者を魅了し
ました。また、ラテン
アメリカ部会のパトリ
シアさんがポルトガル

語で「絵本の読み聞かせ」をし
てくれました。その後、簡単な
飲み物と菓子による茶話会を立
食形式で行いました。最後に日
本文化紹介部会の皆さんの指導
で、｢豊川観光音頭｣と「炭坑節」
を踊り、午後8時30分、雲の切
れ間に見え隠れするお月さまに
感謝しながら帰途に就きました。
　今回特筆すべきことは、日本
語とポルトガル語と中国語の3
人の女性の華やかな司会ぶりと、
フレンドシップ部会企画の「開
会前に絵の具でお月さまを描こ
う」が好評だったことです。

お月見交流会　　9月19日（日）　フレンドシップ部会

展示されたソンブレロ講師のチャムーさん

豊川市長山脇実さん 講師の大須賀鬨雄さん

吉祥二胡楽団の演奏

ススキと月見だんご

絵本の読み聞かせ

あ り ま し た カメラリポート



豊 か な く ら し の お 手 伝 い  
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●協会設立20周年記念式典
日　時　11月21日（日）午後1時

～3時15分
場　所　文化会館中ホール
内　容　表彰状、感謝状の授与
　　　　記念講演「世界の文化、

日本の文化」
講　師　マリー・クリスティーヌ

さん
定　員　400人
※入場については電話（83-1571）で事務局へお問い
合わせください。

●マレーシア ジュニア
フレンドシップ プログラム　

日　時　11月25日（木）～29日（月）
内　容　マレーシアから子ども20人と引率者2人が豊川

市を訪問します。プログラムの内容に興味をお
持ちの方は事務局へお問い合わせください。

●ワールドフェスティバル2010
日　時　12月12日（日）
　　　　午後1時～4時
場　所　勤労福祉会館大研修

ホール
定　員　400人
参加費　高校生以上500円
　　　　小・中学生300円
　　　　小学生未満は無料
申込み　11月30日（火）までに電話で事務局へ。

●節分交流会
日　時　1月30日（日）午後2時～3時30分

場　所　勤労福祉会館大研修
ホール

内　容　節分豆まき、太鼓演
奏、その他

定　員　100人
参加費　300円（小学生以上）
申込み　1月24日（月）まで

に電話で事務局へ。

●世界の料理教室「ナイジェリア料理」
日　時　2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
内　容　ナイジェリア料理
講　師　オジョ・アビオドゥン（蒲郡市英語指導助手）
定　員　40人（中学生以上。お子様の同伴はご遠慮く

ださい）
参加費　会員600円　一般800円
申込み　1月19日（水）から電話で先着順に受付。

●外国語講座受講者募集
◆やさしいディスカッション（英語）
　1月12日～3月30日　毎週水曜日
　午後1時30分～3時　定員25人
◆楽しいディスカッション（英語）
　1月11～3月29日　毎週火曜日
　午後7時～8時30分　定員25人
◆英語ボランティアガイド入門
　1月11日～3月29日　毎週火曜日
　午後1時30分～3時　定員20人
◆日常スペイン語会話
　1月7日～3月25日　毎週金曜日
　午後7時30分～9時　定員20人
〈共通事項〉
場　所　勤労福祉会館
受講料　会員6,000円　一般10,000円
申込み　12月17日（金）までに事務局へ。定員を超え

た場合は抽選です。

前回の様子

前回の様子


