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　豊川市には、多くの国の方が在住しています。豊川市
国際交流協会には、いくつかの外国語部会があり、以前
から活動しています。けれども、スペイン語を話すペルー
人が大勢いるにもかかわらず、どういうわけかスペイン
語部会がありませんでした。そこで、毎年「日常スペイ
ン語講座」が開設されるようになりました。
　しかし、受講後、学習を継続する機会がありません。
昨年の講座を受けたメンバーから、自分たちで学習を続
けたいので、部会を設立しようという提案があり、それ
を受けてスタートしました。自分たちで学習するという
意気だけは盛んですが、メンバーのスペイン語能力は、
よちよち歩きから日本の昔話が翻訳できる能力の持ち主
までさまざまです。それぞれが自分の持っている知識を
出し合えば、ちりも積もって山となる「もたれあい学習」
ができると思っていますので、少しでも学習経験がある
方、ぜひ参加して眠っている知識の一端を提供してくだ
さるようお願いします。

　どこの国の言葉でも同じだろうと思いますが、日常、
何気なく使う日本語を、外国語でなんと言うのか、ここ
が日常会話学習の難関なのです。例えば「今日はちょっ
と肌寒いね」と私たちが当たり前のように言っている言
葉が、スペイン語で何と言うか分からないのです。
　直接、スペイン語に接し「耳学」を目指し成果を期待
しているのですが、今のところ残念ながら「思い」の段
階にとどまっています。それが「ままならない」のが悩
みです。読み書き能力を身に付けることはもちろんです
が、ペルーへ行ってマチュピチュを訪れインカ帝国を想
像しよう、音楽やダンスなどを通して、つたないスペイ
ン語で交流しようという夢も持っています。
　現在、第2月曜日と第4木曜日に定例会を開いていま
す。在住のペルー人に、無理を言ってサポートをお願い
しています。忙しい中、時間の許す限り、私たちの要求
を受け入れてくださることに感謝しています。

（文責　丸山）

【現在のメンバー数】

　10人

【今期の役員】

　部 会 長　丸山　正克

【設立】

　平成22年5月

スペイン語文化部会は今！ スペイン語文化部会は今！ 
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　協会の主な事業である本プログラムを、今年も去る8

月17日から24日にかけて実施しました。参加者は中学

生3人、高校生4人、引率者4人の総勢11人でした。事

前研修を7日間消化し、マレーシア北東部クランタン州

のコタバルと、首都クアラルンプールを訪問しました。

このプログラムの目的は、外国でホームステイや学校訪

問を通して異文化に触れ、国際理解を深めることです。

　コタバルでは学校訪問や見学などを含めてホームステ

イを3日間体験し、クアラルンプールでは王宮、戦争博

物館などを見学しました。また、建設中の近未来都市、

プトラジャヤも訪問しました。クランタン州はマレーシ

ア国内でも一番イスラム色が強い地域で、多少の心配は

ありましたが、無事終了できました。

　引率をお願いした平野裕予さんに感想を寄せていただ

きました。

『体験学習プログラム』に参加して

山道町2丁目　　　平野裕予　

　5月某日、国際交流協会に立ち寄ったのが発端でした。

今年のマレーシアの引率をお願いできないかと打診され、

竹本弥生さんと一緒ならと引き受けました。しかし、既

に子どもたちを募集し、説明会を開催し、協会のボラン

ティアも付き添いますと公表した

後の引率者探しだったのです。引

き受けたものの、このプログラム

をほとんど知らなかった事への不

安が募り、昨年同行した方にリサー

チしてみると、とても大変だった

事、毎回結果オーライで来た事が

怖かった等々との感想でした。

　早速第１回目の打ち合わせ会議

から議論沸騰でした。プログラム

の目的、受け入れ側のＰＡＭＡＪ

Ａとの関係、引率の位置づけ、毎週ある研修会にも参加

を要求され、こんなはずじゃなったと後悔し始めました。

　これまでも参加者が事前にホームステイ先の情報が欲

しかったと言っていたのに、行ってみないと分からない。

学校訪問がどんな内容なのかも不明。ＰＡＭＡＪＡに連

絡を取っても返事が遅い。プログラムは変更になるのが

通例。全てマレーシアのお国柄だそうです。今まで5回

も行われたこのプログラムで何の交渉もなく毎回『お国

柄』で済ませてきた事への疑問は隠せませんでした。出

発までの毎日曜日子どもたちへの研修会を、マレーシア

部会と引率の私たちだけで指導というのも貧乏くじを引

いたみたいで嫌でしたが、今回は英語の得意な協会員や、

歌の指導には小原さんにも協力をお願いして、協会全体

への関わりに繋がった気がします。

　しかし、研修で全員揃ったのは数えるほどでした。欠

席を連絡してこない、遅刻はする、きちんと全員で話し

合えない等、不満でした。本番の学校訪問は大成功した

から結果オーライで良しとしていいのでしょうか？

　今回の最大の問題点はＰＡＭＡＪＡでしょう。前会

長が昨年亡くなって以来、その事業がどうなっている

のか出発前には全く分かりませんでした。到着ロビーに

果たして出迎えは居るのか、現地での費用は、いつ、誰

に渡すのか本当に不安でした。到

着してみるとちゃんと待っていま

した。ひとりひとりの顔写真入り

のネームカードまで用意して！現

地での日程表をカラー印刷で用意

して！そこまで出来るのならどう

して事前にそれをメールで知らせ

てくれなかったの？と引率者全員

で腹が立つやら、拍子抜けするや

らの幕開けでした。しかもその日

程表は協会が出したものとは全く

違っており、またＰＡＭＡＪＡという団体名は見当たら

ず、ＰＡＭＡＪＡの新リーダー、イブラヒム氏の会社Ｋ

ＯＢＥＮＡが私たちを引き受けるという事実をこの時初

めて知りました。

訪問した学校でパフォーマンスを交歓
の後、舞台上で記念撮影。最後列中央
のポロシャツが筆者の平野さん

中学・高校生体験学習プログラム
                      今回のホームステイは
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　ＫＯＢＥＮＡの社員たちはとても良くしてくれました

が、残念ながら子どもたちが楽しみにしていたジャング

ル探検、バティック体験、モスク訪問が実現しませんで

した。それこそマレーシア異文化体験がごっそり抜けて

しまい、参加の子どもたちには本当に申し訳なかったで

す。事前連絡がもっと行き

届いていればこんな事もな

かったはずです。

　これからこのプログラム

を継続していくのか否か。

子どもたちの報告を見る

と行ってよかったと好印象

です。異文化体験、特にイ

スラム文化のラマダン時期

での訪問は功を奏したので

しょう。しかしながら、一

企業であるＫＯＢＥＮＡと

の関係を協会が続けていく

のか、これは大問題であることは間違いないと思います。

引率者選定及び依頼時期にも問題があります。プログラ

ムの意義は十分理解しましたが、これに対して協会員が

自腹を切って行くには金銭面だけでなく、日程をとるの

にも負担が大きすぎます。また、引率者は通訳、ツアー

コンダクター、子どもたちの健康管理など責務が多々課

せられます。

　さて、私自身はこれまでに経験のなかった、子ども

たちへの指導を含めての海外研修は本当に楽しかったで

す。当初、不安だらけだった彼らも研修会を重ねる毎に

目を見張る成長ぶりでした。丸山団長、竹本さん、協会

の森さんとのコーディネーションもたいへんうまくいっ

たと自負できます。

　最後に、この寄稿で中高生マレーシア体験学習につい

て協会員の皆様がご一考下さることを願います。

より良い豊川市をめざして

   『ざっくばらんに話そう』会を実施

　『ざっくばらんに話そう』会を去る10月16日、勤労

福祉会館視聴覚室で実施しました。これは、市内在住

の外国籍の人と、市民が共に手を携え、安心して暮ら

していけるまちづくりを推進するために、ざっくばら

んに意見交換をしようと企画されたものです。参加者

は運営委員、部会長、日本語教室生徒希望者、ラテン

アメリカ部会保護者希望者、その他の希望者でした。

加えて、行政関係者（警察署、教育委員会、市役所、

学校）の参加もあり総数55人で、市長にも挨拶をい

ただきました。　

　会では参加者を6グループに分けてそれぞれに進行

役を置き、約1時間テーマを決めずに発言をしてもら

いました。その後、全体会議に移り、各グループから

出てきた事柄を発表しあい、散会しました。話しだす

と時間が足りないグループもできました。

　今回の会議では物事を解決するのではなく、まず、

聞いて、これからの協会の活動にいかせる事柄を探す

意味合いもありました。内容によっては行政サイドへ

の取次も出るでしょうし、あるいは国への働きかけの

必要なことも予想されます。

　発言の内容は、圧倒的に多かったのが子どもの教育

と学校の問題でした。次に、日本語を始め言葉に関し

て、他は日常の一般生活に関する問題でした。今後は、

出てきた事柄を集約して、解決に向けた行動をどう起

こすのか、どこまで関係機関への意見提出できるのか

が、問われると思います。協会としては、これをたた

き台にして、より良い豊川市作りに寄与したいと考え

ます。

首都の国立モスク
の前にて生徒全員
でハイピース！
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in マレーシア2011を実施
クランタン州コタバル
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　10月10日（月・祝日）の午後

1時30分から勤労福祉会館大研修ホールで開催しました。

参加者はスタッフ含みで187人でした。

　初めに当協会常務理事の鈴木さんのあいさつ、次に豊

川市長の山脇実さんのあいさつがあり、三木さんと伊藤

さんの司会により2部構成で、ダニエルさんのシンセサ

イザーによる演奏、チェコ共和国の文化、歴史、名所の

紹介をしました。演奏曲はどれもなじみのあるものばか

りでダニエルさんが作曲したものも2曲ありました。

　スクリーンにチェコの風景

を写し、奥様の千絵子・フォ

ルローさんが説明してくれま

した。チェコには世界遺産が

9つあるそうで、どれも美し

いものばかりでした。

　ミニ・チェコ語講座では、
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noなどの簡単なことばを習いまし

た。現在の公用語はチェコ語ですが、ドイツ語、ロシア語、

英語といままでに公用語がよく変わったそうです。1918

年からチェコスロバキアという国になり、1993年に分離・

独立し2004年に欧州連合（ＥＵ）に加盟しました。ダニ

エルさんも歴史に影響され8歳からピアノを始め（将来

性のある子どもに教育して、国の宣伝に使う）ましたが、

音楽があれば皆と通じることができるとのめり込んだそ

うです。

　奥様は2000年に作曲を勉強

するためチェコに留学、先生の

ダニエルさんに出会ったそう

です。ブレイクタイムに世界の

お菓子をいただき、素晴らしい

演奏を14曲も聴き有意義なひ

とときを過ごしました。

講演会を開催して

赤坂台　中西為男　

　遥か遠く魅惑の国、誰もがいつか一度は行って見たい

チェコ！

　はからずも、2005年の愛知万博で一国一市町村のフ

レンドシップ事業として、旧音羽町がチェコ共和国を受

け持ち、そのつながりを維持していこうと、豊川市と合

併後、2009年当協会にチェコ部会を設立しました。

　しかし、チェコに接する機会は、東三河では哀しいか

な殆ど無く、そこで我々チェコ部会は、多くの皆様にチェ

コを理解し、時に触れる機会を作ろうと取り組んできま

した。本年は、岐阜県各務原在住のチェコ出身の音楽家、

ダニエル・フォルロ－さんに講演を依頼しました。

　ダニエルさんは、愛知万博時、交流事業の一環として

旧音羽町の学校訪問をしてコンサートをひらき、チェコ

音楽の楽しさを皆さんに紹介しているご縁もあり、この

たびの依頼をこころよく引き受けて下さいました。

　“チェコ音楽博士の演奏＆トーク”の演奏・講演では、

シンセサイザーを駆使し、バラエティーに富んだ素晴ら

しい音色と愉快なトークで、チェコ音楽の魅力の一部を

楽しむことが出来たと思います。

プロフィール

　ダニエル・フォルロー（作曲家・鍵盤楽器奏者）

　チェコ共和国イフラヴァ生まれ、ヤナーチエク音

楽大学作曲理論科卒。同大学院にて博士号取得。

　クラシック、ジャズ、ポップス、ロック、民謡等

の演奏と作曲を行う。2000曲以上を作曲し、作品は

プラハの春音楽祭でも公演される。電子音楽の専門

書を執筆、ヤナーチエク音楽大学助教授をつとめて

いたが2003年から日本に在住。愛知県芸術大学院非

常勤講師。2人の子どもがいる。ファンクラブ有り。ブレイクタイムの世界
のお菓子

左から先生、奥様、伊藤さん

チェコ部会

ポーランド

スロバキア

ドイツ

オーストリア ハンガリー

プラハ
●

チェコ
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　9月9日（金）、午後7時から勤労福祉会館の屋外で地

域在住の外国人と共にお月見の風情を味わおうと開催し

ました。参加者はスタッフ含みで106人（うち外国人は

23人で中国、ブラジル、アメリカなど）でした。

　その日は空がきれいで月がたいへん美しく見えまし

た。秋の草花（ススキ、菊、竜胆、吾木香など）を飾り、

お香をたき、キャンドル（メッセージを書いたペットボ

トルにロウソクをたてたも

のを参加者に作ってもらい

ました）の明かりをともし、

いい雰囲気の中であいさつ

をして、李白の詩「静夜思」

の画像を映しながら中国語

と日本語で朗唱しました。

　次に、かぐや姫の絵本を村川千満子さんが二胡の伴奏

で朗読した後、日本語教室の皆さんが上を向いて歩こう、

荒城の月などの歌を、同じく二胡の伴奏で披露し、参加

者も共に歌い楽しみました。

　お月見のミニ知識の話では、月に関する東洋と西洋の

習慣の違いを聞きました。国によってずいぶんと違うこ

とを知りました。最後にスタッフ手作りのお月見団子と

お菓子で茶話会を行いました。大勢の参加者でにぎやか

な会になりました。

　9月4日（日）午後2時から勤労福祉会館視聴覚室で開

催しました。その日は台風の影響があり心配しましたが

総勢48人の参加者がありました。講師はアンゴラ出身

のロポ・アレイショさん（豊川市在住）でアンゴラ共和

国の文化や生活習慣などを奥様（元当協会事務員の新田

さん）の通訳でクイズ（賞

品あり）をはさみながらお

話しされました。

　アンゴラは南部アフリカ

西海岸にあり、1975年に

ポルトガルから独立しまし

た。人口は1600万人、首

都はルアンダで18の州があります。ポルトガル語が公

用語ですが数々の地域言語があり、世界一物価が高いと

言われています。アンゴラに行くためにはビザをとるの

に紹介状がいるそうです。

　その日は豊田市のオイスカからアンゴラの隣国、ザン

ビア出身のミリモ・ムアンダさんが参加しており、ザンビ

アも紹介したいと15分時間をもらい、スタッフの大塚さ

んの通訳でお話しされました。ザンビア共和国は1964年

にイギリスから独立しました。人口が1300万人、日本の

2倍の土地面積で9の州があり、73の種族がいます。公用

語は英語で8種の地域言語

があり銅がとれるそうです。

19の国立公園があり動物を

見ることができ、雄大なビ

クトリア滝は高さ90ｍから

107ｍもあり、4月が観光に

はお勧めだそうです。

　ブレイクタイムにはグアバジュースとスタッフの小原

さん手作りのタマリンドウを試食しました。タマリンド

ウはクッキーのように見え、味は卵ボーロのようでした。

　最後にアンゴラのダンスを披露してくれました。

世界の歩き方部会 フレンドシップ部会

文化講座「アンゴラってどんな国」 お 月 見 交 流 会

講師のロポさん夫婦

ミリモさん（左）と大塚さん（中）

李白「静夜思」の詩
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　協会では、豊橋市の姉妹都市であるアメリカ合衆国オ

ハイオ州トリード市で開催の「インターナショナル・ユ

ース・アカデミー 2011」へ市内在住の4人の高校生を

派遣しました。4人は、7月21日から8月7日までの18日

間をアメリカの家庭にホームステイし、英語研修やアメ

リカの文化を学習したり、日本の文化を紹介するなどし

てきました。

　帰国後の9月17日(土)午後2時から勤労福祉会館視聴

覚室で報告会が行われ、英語部会のメンバーなど10人

と派遣された高校生3人(西島麻友さん、橋本純花さん、

日野明日香さん)が参加しました。報告や質疑応答は終

始英語で行われ、高校生は、トリード市での体験や感想

をありったけの言葉で表現してくれました。今回はパキ

スタンからの高校生5人の参加もあり、アメリカととも

にいろいろな文化を知ることができたようです。派遣前

や後のやり取りをFacebookやSkype、Twitterでするな

ど、インターネットを駆使し、その後の交流も続けてい

るそうです。

トリード市派遣を通じて　　　西島麻友（牛久保町）

私は中学2年生の時にも同じようなプログラムに参加

させていただいたことがあり、その時にIYAという企画

を知りました。その時からずっと参加したいと思ってい

たので、今回の参加が決まった時には本当にうれしかっ

たです。 

　私は、Gillikin Familyの家庭にホームステイさせてもら

いました。自分の家のようにリラックスすることができ、

少し時間があるとリビングのソファーで昼寝してしまう

こともよくありました。

土日にはPartyをひらいてくれたり、私がShopping

が好きだと言ったら、土日はもちろんトリードは夜9時

頃まで外が明るいため平日も学校が終わると11時、12

時まで色々なところへ連れて行ってくれました。家に帰

るとお菓子やアイスクリームを食べながら一緒にゲーム

をしたりDVDを見たり、外でたき火をしてマシュマロ

を焼いてくれたりしました。私は日本人ひとりでホーム

ステイしたのですが、ひ

とりでいる時間は寝ると

き以外ほとんどなく常に

ホストファミリーと一緒

に楽しく過ごすことがで

きました。本当に優しい

家族でした。

　また、日本のことが大好きな家族でした。日本の文化

や着物にすごく興味を持っていて、裏庭には小さな日本

庭園が造ってありました。少しは日本の文化を伝えるこ

とができたかなと思います。 

平日は9時から17時ま

でトリード大学に通い、

パキスタン人とアメリカ

人の生徒とカナダ人の先

生と一緒にアメリカの文

化や英語について学びま

した。あまり大きな声で

話すことができず、よく“Speak loudly”と言われました。

もっと積極的になれると良かったと思います。 

一番日本人との違いを感じたのは体感温度の差です。

私が寒いと感じるぐらいが調度良いようでした。外は暑

いのですが、室内やバスの中はどこに行っても冷蔵庫の

ようにエアコンがよく効いていて寒かったです。 

アメリカを去るのは本当に惜しかったですが、今回

この海外派遣に参加したことで色々なものを得ることが

できました。そしてさらに国際交流に興味をもつことが

できました。この3週間は想像以上に良い経験となりま

した。この経験を活かしてこれからの人生を歩んでいき

たいと思います。最後にサポートいただいた方々に感謝

申し上げます。 

トリードインターナショナルユースアカデミー2011
派遣高校生報告会 英 語 部 会



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 

国際交流会会員様向特別割引実施中！ 
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　「ボリビアに住みたい！」「環境政策の仕事がしてみ

たい！」の 2 つの夢がかない 2 年半青年海外協力隊と

して大好きな環境の仕事をボリビアの大学でしてきまし

た。読者のみなさんに少しでもボリビアのこと、私がし

てきたことなど紹介できればなと思います。

青年海外協力隊に応募した理由

　小学生の時に、母親が企画

したボリビアの音楽「フォル

クローレ」のコンサートに行

ってから、ずっとボリビアに

行きたいと思っていました。

また、大学で学んだ環境政策

をぜひ仕事にしてみたいと思

っていた矢先にたまたまネッ

トで「ボリビアの大学での環

境教育」という協力隊の募集要項を見ました。これだ！

と思って応募したのがきっかけです。

ボリビアの豆知識

　正式にはボリビア多民族国。南アメリカ大陸にある共

和制国家です。内陸国なので海に面しておらず、標高

6,000 から 7,000m 級のアンデス山脈の山々から低地にあ

るアマゾンの熱帯地域までさまざまです。私はボリビア

の憲法上の首都である世界遺産の都市スクレ市に住んで

いました（標高約 3,000m）。

スペイン語！

　ボリビアはスペイン語圏で

す。現地の言葉はたくさんあ

りますが共通語がスペイン語

なので会話はすべてスペイン

語でした。スペイン語は発音

も簡単、文法もそこまで難し

くありません。特にボリビア

の人の話すスペイン語はゆっ

くりなので、語学留学を考えている方にはいいかもしれ

ません。スペイン語が話せると南米はとても楽しいです。

ボリビアでの体験１　「クリスマス」と「道路封鎖」

　2 年半でたくさんのことを経験しましたが、特に思い

出に残っている体験を紹介します。

ボリビアでのクリスマスの過

ごし方はさまざまですが、ボ

リビア人の友人がワーキングチ

ルドレンのための団体に所属し

ていて音楽を教えていたことも

あり、5 日間トラックの荷台に

30 人ほどぎゅうづめになりな

がら小さな村に 4 日間音楽を弾

きに行くのを手伝いました。滞

在中シャワーはもちろんなく川で水浴び、宿泊場所は村

の学校の教室の中なので 1 つの教室に 20 人ずらっとな

らんで寝ました。昼間は何時間も音楽を弾き踊り、夜は

パーティの 5 日間、本当にボリビアの人たちは楽しく、

強いなって感じた 5 日間でした。

　一度、長距離移動中 36 時間の道路封鎖にアマゾンの

ど真ん中であいました。食

べ物ももちろんトイレもあ

りません。トイレは大自然

の中ですればすむことです

が（アマゾンなので木はた

くさんあります）、水と食

べ物がありません。どうし

ようかと思っていた矢先に

バスに乗っていた子どもたちがどこからかココナッツ

を取ってきました。ココナッツを発見した私たちバスに

乗っていた全員は協力しあってココナッツを取り、ゲー

ムをして遊び、焚き木をしながらのギターの演奏など楽

しく 36 時間を過ごしました。　　　　（次号へつづく）

必死でココナッツを切って
いる大橋さん

 

ボリビア 

南アメリカ 

ボリビアのけんか踊り

昔から伝わる音楽を今
でも：サンカと太鼓

青年海外協力隊体験記
伊奈町（ロンドン在住）

　大橋　知加



豊 か な く ら し の お 手 伝 い  
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● 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11日～3月28日　毎週水曜日

午後１時30～3時　定員25人

◆楽しいディスカッション（英語）

1月10日～3月27日　毎週火曜日

午後7時30分～9時　定員25人

◆英語ボランティアガイド入門

1月10日～3月27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23日～4月30日　毎週月曜日

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　12月16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。

● 豊川市国際交流ふれあい祭り
　昨年まで「ワールドフェスティバル」として実施して

いましたが、今回、名称を一新し、内容も工夫を凝らし

て、次のとおり行います。

日　時　11月20日（日）午後1時～3時30分

場　所　勤労福祉会館大研修ホール

内　容　①パチャママ＆キッズ演奏、②日本語教室生徒

の歌、③皆で踊ろう、④おやつタイム、⑤日本

人と南米人の混成セミプロバンド演奏など、会

話や音楽を通して、国籍を問わず、いろいろな

人と一緒に明るく過ごし、楽しい思い出を作り

ます。

定　員　300人

前売りチケット　500円（未就学児は無料券あり）。協

会事務局にて販売中。

● 今後開催予定の事業
◆東三河日本語スピーチコンテスト

　日　時　1月22日（日）午後1時30分

場　所　ウインディアホール

◆文化講座「どんな国シリーズ」

期　日　2月

場　所　勤労福祉会館

内　容　ルーマニアの文化や生活習慣を紹介します。

◆世界の料理教室

　期　日　2月

場　所　勤労福祉会館

　内　容　フランスの家庭料理を作ります。

● 市広報に部会活動を掲載
　今年9月から「広報とよかわ」奇数月1日号の国際交

流通信「多文化カフェ」コーナーに、部会活動を紹介し、

広く市民に啓発していくことになりました。

　すでに掲載ずみの部会もありますが、掲載順番の予定

をお知らせします。

2011年　9月ニュースレター　11月ラテンアメリカ

2012年　1月日本語教室　  　   3月フレンドシップ

　　　　　5月ホームステイ　     7月英語

　　　　　9月ニイハオ　         11月ひらがなしんぶん

2013年　1月日本文化紹介　     3月世界の歩き方

　　　　　5月キュパティーノ　  7月ポルトガル語

　　　　　9月キッズワールド   11月ホームページ

2014年　1月マレーシア　        3月アンニョン

　　　　　5月イタリア語　        7月チェコ

　　　　　9月スペイン語文化

東日本大震災災害義援金の報告

　第2回目の義援金118,000円を9月16日に中日

新聞社会事業団に寄託しました。

　皆さん、ご協力ありがとうございました。


