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　明けましておめでとうございます。
　アンニョン部会は、平成12年アンニョンサークルと
してスタートし、今年で11年目を迎えます。
　活動としては毎月3回ほど、李貞華先生を講師に、語
学を主として勉強しています。先生からは語学はもちろ
んのこと、文化の違いや類似を教わっています。ハング
ル文字、料理、歴史、時には韓流スター等、知らない事
は数多く、毎回新しい発見があります。
　今、韓国（大韓民国）は身近な国として、テレビドラ
マを中心に韓流ブームとして多くの方々が興味をもたれ
ています。そのため、女性の方が多く活躍している部会
でもあります。入会の動機は韓国への旅行、韓国ドラマ
をより理解する、韓国人の友人がいる、料理などいろい
ろです。部会員は旅行に行く方も多く、その時々の旬の
韓国体験談を聞くのも楽しみの一つです。
　時には市内で韓国料理を作ったり食べたりしながら、
食事マナー、レシピ、調理用具についてなどの雑談を楽
しんでいます。
　また昨年は、プロバスケットボールチームｂｊリーグ

日本一の浜松東三河フェニックス（拠点は豊川市）と韓
国一のチームとの大会で、通訳を前講師の小野さんが務
められ、BS-TVで韓国でも放映されました。
　豊川市内には、多くの韓国出身の方がいらっしゃいま
す。時には引っ越しして来られて、不慣れで困っている
方に病院などの紹介をしたり、語学の仲介役として韓国
語でのやり取りの相談にのったりもしました。まだまだ、
直接相談される方は少ないように思いますが、どんなこ
とでも力になれればと思います。
　毎年、協会で行われている日常韓国語会話講座は、大
変人気です。修了された方で、引き続き興味を持たれ入
会された方もいます。今期は月曜日PM7:30～協会事務
局にて活動しています。興味がある方はぜひ一度見学に
来てください。多くの仲間が増える事を楽しみにしてい
ます。
　協会事業においても部員全員参加で各部会とも連携を
とり協力したいです。協会の皆様方のご指導でこれから
も飛躍したいと部員一同思っています。
　本年もよろしくお願いします。

(文責　猪飼)

【現在のメンバー数】

　10人、実動8人
【今期の役員】

　部 会 長　猪飼　正一
　副部会長　平尾　直世
【設立】

　2000年

アンニョン部会は今！ アンニョン部会は今！ 
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　平成2年に設立された財団法人豊川市国際交流協会は、昨年設立20周年を迎えました。これを記念して、11月21
日（日）午後1時から豊川市文化会館中ホールにて記念式典と記念講演会を開催しました。
　記念式典は石川則男協会会長のあいさつから始まりました。続いて、①協会の
進展に寄与しその功績が顕著な方、②多額の私財を寄付しその功績が顕著な方、
③会長が特に表彰等を必要と認める方の合計11人3団体へ表彰状・感謝状を贈呈
しました（詳細は下欄）。そして来賓を代表して山脇豊川市長から、協会の功績
を評価し今後の活動を期待する祝辞をいただき、式典を終えました。
　休憩をはさんで1時45分から始まった記念講演会は、タレント・異文化コミュ
ニケーター・国連ハビタット親善大使として活躍中のマリ・クリスティーヌさん
をお迎えし、「世界の文化・日本の文化」という演題で国際交流と異文化理解に

ついての講演をしていただきました。マリ・
クリスティーヌさんは日本で生まれ、その後
父親の仕事に伴って諸外国での生活を経験し
ています。その中で学んだことや、17歳で
再来日した際の体験に基づいた、たいへん興
味深い話を聞くことができました。また、マ
リ・クリスティーヌさんは平成17年に開催
された「愛・地球博」の広報プロデューサー
も務めています。開幕準備でのできごとや諸
外国から来たスタッフたちの日本での暮らし
など、私たちが知ることのなかった万博での
さまざまな事情を聞くことができました。予
定の90分が短く感じられる講演会でした。
　皆さまのご協力により記念式典・記念講演
会を無事終えることができました。ありがと
うございました。

表彰状・感謝状贈呈者（順不同　敬称略）
　①大澤輝秀（会長職4年以上）　
　　平松長之助　小野喜明　丸山正克（理事職6年以上）
　　森岡俊介（監事職6年以上）
　　井上ちえ　岩永いち乃　柴田勉　白井紀味代　清水石根（評議員職8年以上）
　②岩瀬生夫（10万円以上の寄付）
　　豊川ロータリークラブ　豊川宝飯ロータリークラブ（10万円以上の寄付）
　③ひまわり農業協同組合

山脇市長の祝辞

あいさつする石川会長 マリ・クリスティーヌさん

表彰状の贈呈 最後に花束をお渡ししました

司会の西牧瞳美さん

財団設立20周年を迎えました財団設立20周年を迎えました
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インドネシアの留学生を受け入れて
ホームステイ部会　　池田　洋子

　昨年10月、2～3日の一泊二日で、豊橋技術科学大学
に期間留学しているインドネシア人14人が部会員宅で
ホームステイ体験をしました。我が家に来た2人は高校
1年生で、びっくりするくらい今時の女子高生でした。
　日本に来て何がしたいかと聞いたところ、「制服が見
たい、買いたい」とのこと。買うと言っても安いもので
はないことを伝え、試着だけでも喜ぶかと、交流協会で
お世話になっている今泉さんにお願いしてお店に連れて
行くことに。セーラー服を試着すると大喜び。ポーズを
変えては写真を撮り、ブログに載せるんだと大はしゃぎ。
そして本当に欲しかったらしく、値段も聞いてさすがに
買えないと一旦は諦めましたが、「リボンだけでも」と。
聞けば知り合った日本人の学生からブレザー型の制服を
もらったけれど、リボンがなかったため買いたいと。そ
んなのはきっとインドネシアでも大差ないのでは？と思

いつつも、彼女の情熱は熱く、今泉さ
んの義理の娘さんの高校時代の物をい
ただくまでに。もちろん大変喜んで帰
りました。
　なんでそんなに「日本＝制服」なの
かと聞けば、日本に興味を持ったのは、
「セーラームーン」からだそうで、ブ
レザー型の制服は「名探偵コナン」か

ら。聞きしに勝る、“ジャパニメーション”効果です。
　友人宅にステイした男の子は大の「NARUTO」オタク。
一緒に豊川稲荷を散策したところ、不意に雨が降ってき
て、彼の口から「あ、しぐれ」と。「まさか？」思った
ら、マンガにある技の名前に「砂時雨」と言うものがあ
ってそれで覚えたと。技の名前の意味まで知ってしまう
とは…。後日、名前を漢字で書こうという大学の企画に
も、彼は「レ」に、書きやすい「礼」を勧めても「麗」
がいいと一歩も引きませんでした。画数の多い漢字がか
っこいいと思うのは若さですね。
　ホームステイのホストは、大変ですが楽しいです。こ
の小さな国際交流をぜひ皆さんにも体験してほしいです。

　昨年10月31日(日)午後1時30分から4時まで、勤労福
祉会館視聴覚室にて第１回豊川市日本語スピーチコンテ
ストを開催しました。日本語が母国語でない市内に在住
の外国人が対象で、参加者は小・中学生の部に6人、高
校生以上が対象の一般の部に6人で、合計12人でした。
　最初に小・中学生
の部があり、市内の
小中学校に通う南米
出身の生徒たちが学
校生活や家族、スポ
ーツなどをテーマに
スピーチをしました。
　後半の一般の部の
参加者は中国、インドネシア、ブラジル出身の高校生や
研修生、会社員の方々です。日本での生活から世界平和
まで幅広いテーマについて、流ちょうな日本語で話しま
した。入賞者は次の6人のみなさんです。
豊川市国際交流協会会長賞（優勝）

　村上ジョンさん（南部中学校2年）
　孫利偉さん（中国）
豊川市長賞

　玉那覇たけしさん（中部中学校1年）
　フィオナ　ファイザさん（インドネシア）
豊川市教育委員会長賞

　久保田ハルオさん（代田小学校5年）
　松井馨可（中国）
　さらに、1月16日（日）に豊橋市駅前文化ホールで開か
れた東三河日本語スピーチコンテストに東三河5市（豊
橋、豊川、蒲郡、新城、田原）から選出の24人（豊川市
から6人）がそれぞれの思いを語りました。審査の結果、
豊川市からの出場者では、小中学生の部で村上ジョンさ
んが「がんばる気持ち」で優秀賞、一般の部では孫利偉
さんが「平和への想い」で最優秀賞、松井馨可さんが「私
が日本で暮らして得たもの」で優秀賞に輝きました。

コンテスト参加のみなさん

第1回豊川市日本語スピーチコンテスト・
第1回東三河日本語スピーチコンテストを開催
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　昨年12月12日（日）午後1時から、勤労福祉会館大研修ホール
でワールドフェスティバル2010を開催しました。参加者は総勢
363人（日本人192、外国人37、出演者134）でした。外国人参加
者の国はブラジル、ペルー、中国、ナイジェリア、スウェーデン、
韓国、ベトナム、アメリカ、フィリピン、インドネシアなどでした。
　今年は協会設立20周年ということもあり、さらに盛り上げるに
は何か良いアイデアはないか、大勢なのでスムーズに進行するには
どんな方法があるかなど、いろいろ検討しました。会場にいる人全
員で楽しみましょうとゲームはキッズワールド部会、おやつタイム
はホームステイ部会が主に企画しました。日本文化紹介部会が和服
姿で踊りの手本になりました。今回通訳は英語、中国語、スペイン
語があり、分かりやすくて良かったです。時間オーバーや他にも反
省点があり今後の課題になりました。
　オープニングは中国民族芸術団の中国の獅子舞で最初から盛り上
がりました。バラエティにとんだ演出でスタッフも含め参加者全員
楽しめたと思います。たくさんの写真でようすを紹介します。

中国民族中国民族
　　芸術団　　芸術団

中国獅子舞はお正月、結婚式やお店の開店などにお祝い
として披露される縁起物です

小坂井高校小坂井高校
吹奏楽部吹奏楽部

吹奏楽部が素晴らしい演奏を披露しました

ラテンアメリカ部会
のペルーの踊りのグ
ループです

ペルー舞踊ペルー舞踊
　アトリエ　アトリエ

司会と通訳の方々

ゲームのようす

2

5

7

9

スティバル ワールドフェ 
（財）豊川市国際交流 協会設立２０周年記念 
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・・・・・プログラム・・・・・

（1）映像による協会紹介
（2）中国獅子舞（中国民族芸術団）
（3）主催者の挨拶（協会会長　石川則夫）
（4）来賓祝辞（市民部部長　竹下一正）
（5）ペルーの踊り（アトリエ）
（6）中南米の音楽（メキシカンサウンズ一宮）
（7）ポップス演奏（小坂井高校吹奏楽部）
（8）日本語教室歌謡ショー（日本語教室）
（9）みんなでゲームを楽しもう！（全員）
（10）おやつで交流タイム（全員）
（11）二胡の演奏＆中国の歌（吉祥二胡楽団＆ひまわり研修生）
（12）みんなで踊ろう！（全員）
（13）アンデスの音楽（パチャママ＆パチャママキッズ）
（14）閉会の挨拶（運営委員長　丸山正克） ラテンアメリカ部会のアンデス音楽を中心

に演奏しているグループです

１０
１２ 6

１１

8

１３

おやつタイムのようす
全員でテーブルに分か
れ、お菓子に関するク
イズをしました

みんなで豊川観光
音頭を踊りました

JAひまわりJAひまわり
研修生研修生

ＪＡひまわりで研修
中の中国の方々です

吉祥二胡楽団吉祥二胡楽団
豊川を中心に活動し
ている二胡演奏のグ
ループです
（合同でやりました）
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パチャママ＆パチャママキッズパチャママ＆パチャママキッズ

スティバル ワールドフェ 
（財）豊川市国際交流 協会設立２０周年記念 
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　2006年から4年間の部会長役を昨春松浦和子さん

に引き継ぎました。これを機に改めて日本語教室の現

状を紹介させていただきます。

　　　　　　　　　　　　＊
　1990年の法改正と1993年の研修・技能実習生制度
（2010年7月改正）により、近隣で外国人が急増しま
した。1996年11月以来、当日本語教室は協会のサー
クル、そして部会へと拡大・充実の道をたどってきま
した。
●どんなふうに勉強している？

　毎土曜日、各期20回、勤労福祉会館で勉強します。
時間は最長2時間30分です。年2期制で、受講者登録
の更新、クラス（グループ）及び教えるボランティア
の編成替えをします。登録は中途入学も認め受付けま
す。期毎の登録費は継続1,500円、新規2,000円です。
（1）正課勉強
　今期29期の登録者は80名ですが出席者は平均60人
位です。時間は19:45～21:00（75分間）。学習レベ
ルと勉強内容により5人程度のグループを編成します。
テキストは手製の「入門1・2」、市販の「みんなの日
本語（初級1・2、中級）のほか日本語検定演習（1級
～3級の本）、必要に応じて補充プリントを使います。
（2）補講勉強
　登録者はいつでも、どのクラスでも無料で勉強でき
るのが補講です。

○漢字・・19:00～19:30　30分
　（参加者は約35人）
○会話・・18:05～18:50　45分（参加者は約18人）
毎月第1土曜日は上記時間に日本語で歌の勉強をします。
（3）課外授業と期末交流会
　毎期1回、工場や施設見学を目的としたバス遠足をし
ます。受講者急増後は手筒まつりへの参加、スポーツ交
流会を開催しました。各期の最終日は交流会です。ボラ
ンティア先生と学習者、国が異なる人も覚えた日本語を
使って会話をすることで楽しくなります。日本の歌を歌
える人も増えたので一層盛り上がっています。
●学習者はどんな人？

　多い順に、ラテン系の日系人、しっかり働く研修生、
次いで日本人の配偶者、その他の資格を持つ人です。最
近は下図のとおりアジア出身者が増えています。
　ここ2年間の受講者に大きな変動がありました。その
ピークは26期と27期でした。日系人など失業給付金で
暮らす人が増えた時期です。受講生は入門グループに殺
到し部屋からあふれてしまい、臨時に日曜日の講座を開
設した程です。ところがあっという間にこの人たちの多
くは姿を見せなくなってしまい、教える苦労があまり報
われない時期でした。帰国支援金をもらい多くの日系人
が帰国しました。研修・実習生として働く人は、条件が
良くなり逆に増加傾向にあります。帰国後、日本語を生
かす仕事に就くためか、滞在3年間で日本語検定2級を

日本語教室の受講者の推移
年 2006 2007

期 20 21 22 23

受講者数 111 113 120 142

2008 2009 2010

24 25 26 27 28 29

114 103 142 143 89 80

豊川市外国人登録者数の推移　　（＊合併により単純比較はできません）
順位 国　名 2007年 2008年 2009年 2010年
1 ブラジル 3593 3542 2980 2989
2 韓国 354 371 373 644
3 中国 399 598 531 598
4 フィリピン 375 483 493 536
5 ペルー 475 493 443 475
6 朝鮮 31 30 33 82
7 ネパール 103 97 86 79

その他 278 322 327 362
合計 5608 5936 5266 5765

日本語教室前部会長　　土方　親
日本語教室と生徒の今



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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目指す、という人さえいます。1級に挑戦している人も
今4人います。日本人の配偶者は、およそ男女合わせて
10人以上います。
　日本語は習得が難しい言葉です。日本語教室では、出
身国よりむしろ学ぶ動機・目的などに配慮しています。
また、教室は生活情報交換や、母国語で話ができる友達
作りにも利用されています。目的を持った人、例えば学
校で子どもが日本語を覚えても家で母親とは話ができな
いなど、続けるためには強い目的意識が必要でそんな人
の努力は大変なものです。入門期のハードルを越えられ
る人は約3割です。およそ50％が更新登録をしています。
●教えるボランティアは？

　「じっぽん」か「じゅっぽん」か、「て形」って何？教
えていると疑問がたくさん出てきます。ボランティアは
高校生から古希を過ぎた人までいて、中心は25～50歳
位の働き盛りの人です。出入りの交代はあるが、今期も
40人弱で、うち男性は4分の１です。海外で暮らした経
験を生かしている人が5人、こちらで留学生のお世話を
している人が3人います。国外旅行やスペイン語が好き
など、国外に眼を向けている人が大半ですが、ボランテ
ィアをしたいからということが動機の人も増えています。
　ボランティアに合わせ時間割表を作り、1グループを
平均2人で担当しています。「手引書」もあるので、見
学期間を経て、勉強と準備をすれば教えられます。担当
レベル・クラスを決める際に、部会員の希望に応えられ
ないことが多いですが、そこはさすがにボランティア精
神で皆さん快く割当てを受け入れてくれます。
　入門1の改訂、入門2の編集をしてくれた人、フレン

ドシップ主催行事と学習者を結びつけてくれる人、必
要な教具や消耗品を揃えてくれる人等、他の仕事もあ
ります。受講希望者の応対・受付には、前事務局職員
であり日本語教室のボランティアであった青山育子さ
んに退職後も事務局の応援をしていただきました。今
は事務局のオマル・プロアニョさんが事務局の開錠施
錠や受講者の名簿作りなども担当しています。
　ボランティアといえども求められるものを（笑顔で）
与える責任があります。続けて受講している人の意欲
は並みの高校生以上です。今、私は教え方の工夫に関
心が向いてきました。ボランティアをすることは一期
一会を実感することでした。同僚役員の山崎信子さん、
福島よね子さん、作間孝子さん、松浦和子さん、多く
のボランティアたちにこの場で改めて感謝したいと思
います。　    
●日本語教室の明日

　携帯電話を持つ受講生が多いので、今後インターネ
ットを活用することも考えられます。今まで受講希望
者が多すぎて困っていたため、豊川市のホームページ
の教室案内はポルトガル語のみです。受講者増が落ち
着いた今はアジアの言語でも紹介ページを作るといい
でしょうね｡
　日本語教育能力資格（学校へ通うと取得には数十万
円が必要）はそんな技術です。独学で勉強して、この
資格取得を目指している人も現在3人います。教え方
技量の向上に上限はありません。スマートフォンなど
を使って動画を作り、ボランティアもこれで勉強する
日もきっと来るだろうと期待しています。

日本の登録外国人の倍率推移　（1999→2009）２００９年後半（２７期）
受講者１４２名の出身国
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２０１０年後半（２９期）
受講者８０名の出身国
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大澤輝秀前会長が県表彰
　昨年12月14日（火）、名古屋市中区あいち国際プ
ラザで、大澤輝秀前会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。
　大澤さんは、平成8年5月から平成21年5月までの
13年間、市協会の会長として、姉妹都市交流、青年
招へい事業、法人設立10周年記念事業、愛知万博フ
レンドシップ国との交流などを通じ、ボランティア
活動の推進を図ってきました。賛助会員についても、
大澤さん発案により終身会員制度を導入し、組織の
基盤固めを行いました。
　また、県協会の評議員として、国際化の進展に貢
献されました。心からお喜び申し上げます。

●設立20周年記念誌を発行
　昨年、協会は、財団法人設
立20周年を迎えました。記
念に協会のあゆみを発行する
ことになり、ニュースレター
部会員が5月から毎週1回、
半年間にわたり編集に携わり
ました。
　過去の資料を検索し、読み返したり、掲載方法を企画、
検討するなど手間のかかる作業でしたが、英知を結集し、
11月21日開催の記念式典までに発行することができま
した。
　協会の事業にかかわった方々やスタッフとしてお手伝
いしてくださった方々が今までのことを振り返ってくれ
るよう、また、ご覧になった方々に目を通してもらえる
よう工夫してみました。
　もとより記念誌は、単に記録をとどめるだけでなく、
反省と前進の糧を提供し、明日への道標を示唆するもの
であります。ニュースレター部会員のこの労作が、協会
発展のための“座右の銘”として、会員の皆さんに末永
く活用されることを期待いたします。
　なお、この記念誌は、全会員に配布いたします。

●文化講座「ペルーってどんな国」
日　時　2月5日（土）午後2時から4時まで
場　所　勤労福祉会館大研修ホール
講　師　国際交流協会スペイン語講師　藤田ミゲルさん
内　容　ペルー共和国の歴史、文化、生活習慣などにつ

いて紹介します。ブレイクタイムには、お国の
飲み物と菓子を楽しむ予定です。

定　員　60人
受講料　会員300円　一般500円
申込み　電話で事務局（83-1571）へお問い合わせ下

さい。

●4月・5月開催予定の事業
◆交流会
　・お花見交流会　4月3日（日）　詳細未定
　・オイスカ青年との交流会　5月中旬　詳細未定

◆外国語講座
　・基礎英会話（昼間）　定員25人　
　・やさしい英会話（夜間）　定員25人
　・日常ポルトガル語会話（夜間）　定員20人　
　〈共通事項〉
　日　程　5月上旬～7月下旬　毎週1回全12回
　場　所　勤労福祉会館
　受講料　会員6,000円　一般10,000円

●スペイン語文化部会が発足
　スペイン語の学習活動を通じて、スペイン語圏（主と
して南米）の文化の理解と地域在住南米人との交流を図
る目的で、昨年5月21日、20番目の部会として「スペ
イン語文化部会」が承認され、発足しました。
　発足当初の部会員数は7人で、毎月第2月曜日と第4木
曜日の午後7時30分から勤労福祉会館で例会を開いてい
ます。興味のある方、入会して活躍してみませんか。

設立20周年記念誌


