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　協会設立1周年記念事業は「国際交流展」と銘打っ

てプリオ5階のプリオパークで開催しました。テーマ

は「こんにちは、地球のみなさん」。国際社会の中で、

多くの国と手と手をとりあって、お互いに尊重し、理

解し合うことの大切さを呼びかけました。会場を国際

化、民族衣装、民

芸 品、 書 道、 ビ

デオの5つのコー

ナーに分け、訪問

者には「国際クイ

ズ」に参加してい

ただきました。期

間 中 の 入 場 者 数

は2500人にも及

び、最終日の日曜

日は人の切れ目が

ないほどの賑わい

でした。

　国際化コーナー

では写真とパネル

で豊川市の国際交

流の歩みや、協会

の活動を振り返りながら、「心の国際化」の必要性を呼

びかけました。民族衣装コーナーでは、民族衣装を通

して、外国の文化や風土を理解してもらおうと、イン

ドのサリー、韓国のチマチョゴリ、エジプトのガラベー

ヤなど10か国、12着を展示しました。テレビなどでは

見たことがあっても実物を見る機会は少ないものばか

りでした。民芸品コーナーでは、外国の方が訪れたとき、

プレゼントとして喜ばれるものを紹介しようと、日本的

で手軽にできる紙人形、押絵、竹とんぼなど160点ほど

を展示しました。当時の会員の手作り品ばかりで訪問者

の多くはガラスケースの中をのぞきこんでいました。現

在の「日本文化紹介部会」のルーツはここでした。書

道コーナーでは、市内の小中学生から募集した書道を

展示しました。国

際交流の必要性を

理解してもらうた

めに言葉を書作品

にしてもらいまし

た。もちろん、優

秀作品には表彰も

ありました。

　さて、その時出

された「国際クイ

ズ」の問題を再録

します。皆さんも

考えてください。

①世界の人口は？

② 世 界 の 国 の 数

は？③豊川市の姉

妹都市は？④10月

24日は何の日ですか？⑤日本は国連に加盟しています

か？⑥「国際協力の日」は何月何日？（答えは8ページ）。

　
　アーカイブ（archive）とは？

　広辞苑には「古文書・記録文書類。また、その保

　管場所。公文書館」と解説されています。

世界の国旗が来訪者を待ち受けた協会設
立1周年記念事業「国際交流展」の会場
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指導で踊りにも挑戦しました。

　おやつで交流タイムには世界のおやつがたくさん並

びました。ミルクケーキ、エンパナーダ、サモサ、チヂ

ミ、ギモーブ、タルトジュール、プチカップケーキ、プ

チマドレーヌ、プチフィナンシェ、シュケット、タルト

フィンポンム、クッキー数種と、何とその種類13種以上。

それ以外にいなり寿司、ソフトドリンクがあって実に豪

華でした。ただ、

全部のものが皆さ

んの口に公平に入

ったかと言うと、

少々疑問もありま

したが‥。

　後半は観賞型の

イベントでした。

日本語教室生徒に

よるコーラス。生

徒の皆さんは勉強

以外の練習で大変

だったようです。

次はアトリエ（ペ

クラ内の踊りのグ

ループ）による華

麗なペルーのダン

スを堪能しました。

いつもながら、き

らびやかな衣装と軽快なステップに魅了させられまし

た。

　最後は今回の特別イベント？で「国際交流餅投げ」。

過去には、餅つきとその後のおろし餅の試食を提供した

ことはありますが、何と餅投げは初めての体験でした。

大人も子どもも夢中になれました。参加者に対して、果

たして餅の数は足りたのでしょうか。

　会員が心待ちにしている「ワールドフェスティバル

2012」を昨年11月4日（日）午後1時から、勤労福祉会館

大研修ホールで開催しました。参加者総数は233人で、日

本人174人、外国人33人、出演者26人でした。外国人の内

訳はブラジル人10人、ペルー人30人、中国人8人、その他

にベトナム人、アメリカ人、タイ人が数人。昨年度は「ふ

れあい祭り」と題して開催しましたが、いろいろな反省に

立って今年度は以

前の名前に戻りま

した。会場は万国

旗が飾られ、いつ

もと違う雰囲気。

飾り方の関係で緞

帳が上下できず反

省材料も。

　まず、石川則男

会長の挨拶、次に

来賓の山脇実市長

の挨拶がありまし

た。最初にみんな

で準備体操。365

歩のマーチで体を

ほぐしました。今

回、前半は参加型

のゲームを揃えま

した。まずは「太

鼓で人数集め」。手を繋いで立ったり座ったり。次に「缶

積みゲーム」。欲をかき過ぎて倒してしまうグループ、

黙々と修正しながら積み上げるグループとすさまじい熱

気でした。3番目は「リンボーダンス」。子ども以外に

は大変厳しいゲームでしたね。5番目は「じゃんけんゲ

ーム」でした。いつもの事ながら、グー、チョキ、パー

で悲喜こもごも。ペクラ（右下囲み記事参照）の団員の

①竹本弥生さんの指導でまずは準備体操②空き缶積みゲームはワクワク
ドキドキ！おっと、傾き始めましたよ③見事に並んだおやつタイム時の
テーブル④好評だった餅投げ。みこしの練り込みもありました

ワールドフェスティバル2012を開催

コンパクトさが好評でした！
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　例年、終わってアンケートをとりますが、今年のフェ

スティバルは非常に高い評価がくだされました。●プログ

ラムは程々に圧縮されていた●時間配分が適切だった●万

国旗がとても良かった●おやつにバラエティがあって良か

った●途中で帰る人が少なかった、など。注文もありまし

た。●複数国の国旗がなかった●外国のゲームがあったら

良かった●おやつタイムはもう少し長く欲しい●ソフトド

リンクが余るので一考が必要●のり巻きがあってもいい、

など。外国人の参加者が少なすぎる、という意見もありま

したが、協会に関係している人以外に参加を呼び掛ける方

法が難しく、今後

の課題の一つでし

ょう。

　 今 回、 勤 労 福

祉会館のロビーで

別のイベントがあ

りました。果たし

て何人の人に見て

もらえたでしょう

か。実は書と絵を

展示したのです。

これはペクラの課

外授業として今回

取り組み、その成

果を皆さんに見て

いただきました。

書は保護者にも大

いに興味を抱かせ

ることとなり、一

緒に取り組みました。指導は書を事務局スタッフの近藤

佐緒里さん、ホームステイ部会の小林恭子さんが、絵は

事務局スタッフの青山育子さんがそれぞれ担当しました。

書では毛筆に手こずり、悪戦苦闘。結果としては子供以

上に大人が燃えたようです。アンケートには展示を大研

修ホールの中にした方が良かったのでは？という意見も

出ていました。書に関しては、ペクラとして今後も時間

を作って学びたいとしています。

⑤父兄も一緒に真剣に学びました
⑥好きな言葉を書いた力作が並んだ
　書の展示場

　去る12月22日(土）、ラテンアメリカ部会は「部会

期末交流会」を勤労福祉会館大研修ホールで開催し

ました。普段勉強会としてペクラ（下の囲み記事参

照）という活動をしていますが、その会の生活発表

会と位置付けたものです。参加者はペクラに学ぶ子

どもたち、その保護者、先生役のボランティアの皆

さん60人弱でした。出演の子どもは保育園児から高

校生まで総勢22人ほど。出し物は「パチャママキッ

ズの演奏」「劇くるみわり人形」「アトリエによるク

リスマスダンス」余興として「くじ引き大会」でした。

くるみ割り人形をスペイン
語で熱演する子どもたち

「ペクラ」とは？…協会の「ラテンアメリカ部会」

が、母国語、母国への愛国心、ルーツ、アイデン

ティティと日本語を教える教科学習の支援をす

るために取り組んでいる教育プログラムのこと。

会 の 進 行

は 全 部 ス

ペイン語、

ポ ル ト ガ

ル 語 で 行

わ れ、 協

会 と し て

は 初 め て

の試みで

した。

　勉強会

では母国

語のスペ

イン語や

ポルトガ

ル語と共

に日本語も学んでいますが、母国語の向上を目指し

て、スペイン語とポルトガル語で劇の上演をめざし

ました。指導には藤田・マリエラ・ホプキンスさん、

平野・エスペランサさんが当り、毎週土曜日の勉強

会以外に、7～8回の練習日を設けて猛特訓しまし

た。甲斐あって、多少台詞に不安のあった一部の子

も本番ではほぼ完璧な演技ができ、指導者はほっと

胸をなでおろしました。子どもたちには大きな刺激

と自信になったようです。

ラテンアメリカ部会が期末交流会を開催

「くるみ割り人形」を
スペイン語とポルトガル語で上演
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　昨年11月11日(日)午後1時30

分から午後4時まで豊川市勤

労福祉会館視聴覚室にて第

3回豊川市日本語スピーチコ

ンテストを開催しました。参

加資格は豊川市在住で日本語が母語でない小学生以上の

方で、小・中学生の部が3分以内、高校生以上一般の部

が5分以内で、自由なテーマでスピーチをしました。小

学生から社会人までの7人が参加し、将来の夢や、日本

での苦労やそこから得たものなどについて流ちょうな日

本語で語りました。入賞者は以下のみなさんです。

豊川市国際交流協会長賞

　谷口タケシさん（代田中学校3年、ブラジル）

和田明さん

（アレグリアデサベール豊橋高校1年、ブラジル）

豊川市長賞

　トバルみえこさん（千両小学校4年、ブラジル）

倉岡清美さん（会社員、ブラジル）

豊川市教育委員会長賞

　アイシュワリヤ・アスナニさん

（御津高校2年、インド）

努力賞

　ギャエル・サゴーさん（御津高校2年、フランス）

　エミル・エクマンさん

（小坂井高校2年、フィンランド）

　上位の5人は1月20日(日)に蒲郡市民会館東ホールで

開かれた第3回東三河スピーチコンテストに出場しまし

た（アイシュワリヤ・アスナニさんは都合により欠席）。

東三河5市（豊橋、豊川、蒲郡、新城、田原）から選抜

された23人が参加し、審査の結果小・中学生の部で谷

口タケシさんが最優秀賞、ドバルみえこさんが優秀賞に

輝きました。また高校生以上一般の部では、和田明さん

が特別賞を受賞しました。

ボランティア研修に行きました
海外から豊川市を訪れる方々に観光案内ができるよう、

豊川市の観光資源等を見学するボランティア研修を昨年

12月8日(土)に行いました。市内の4つの施設を訪問し、

すべての場所にボランティアガイドをお願いして詳しく

説明をしてもらいながら案内のポイントなどを学びまし

た。当日はたいへん寒い日で、野外のコースが多かった

ため、しっかり防寒対策をして行きました。

まず最初に 足神社を見学しました。ここには 上足

尼命（うなかみすくねのみこと）が祀られており、神紋

は兎、神殿の中には大きな兎

が奉納されています。外国人

の方はきっと兎の由来に興

味を持つはずで、たいへんよ

い勉強になりました。

次に豊川稲荷へ向かいま

した。稲荷観光ボランティア

の方に案内をしてもらい、ご祈祷を受けた後で精進料理

をいただきました。メニューはご飯、味噌汁、お浸し、

もずく、ひりゅうず、白和え、煮物、漬物などで、動物

性たんぱく質を使っていなくても十分おいしく満足でき

る内容でした。

午後からは国指定の史跡

である三河国分尼寺跡へ行き

ました。史跡公園全体を回り

ながら、ただ見るだけでは理

解できないようなこともボラ

ンティアガイドの方が詳しく

丁寧に説明してくださり、とても参考になりました。最

後は東三河ふるさと公園を見学しました。改めて案内を

受けてみると、東三河の歴史や文化が随所にちりばめら

れているのがよくわかりました。

いずれの施設も豊川市の観光スポットとして、外国人

の方にも喜んでもらえる場所です。今回の研修を通じて、

ただその場所に連れて行くだけでなく、歴史や意味など

を交えた詳しい案内ができる自信が付いたと思います。

参加者のみなさん

精進料理をいただく

三河国分尼寺跡にて

第3回豊川市日本語スピーチコンテスト・
第3回東三河日本語スピーチコンテストを
開催しました
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Hello ！　私たち英語部会は、毎月第3土曜日の例会

で日本文化や世界の時事などについて話し合っていま

す。また、オイスカ海外研修生のアテンド、マレーシア

派遣学生の英語指導、豊橋技科大の海外提携大学生の豊

川稲荷におけるボランティア通訳などを行っています。

昨年8月には、中国重点大学の一つである中国東北大

学の学生15人を豊川稲荷へ案内しました。思わぬ質問

も出て、外国人対応の豊川稲

荷ガイドの英文質疑応答集を

作成することが今年の課題と

なりました。

　英語を通じ、国際交流に少

しでも貢献できることが私た

ちの願いです。

白井　芳子 松浦　和子

本馬　清珠 猪飼　正一

英語部会

私たちの部会には33人のボランティア講師がいます。

登録学習者は現在83人です。授業は毎週土曜日の夜、

行っています。終了後に講師同士、お茶と菓子の立ち話

で情報交換しています。日本語教室のボランティアとし

ての醍醐味は、学習者との触れ合いを通して感じる充実

感です。昨年5月、課外授業で三州足助屋敷を見学しま

した。熱心に日本語を学ぶ彼らから喜びをもらい、さら

に絆を強めました。

11月からは夜間来られな

い人たちの要望にこたえ、プ

リオ5階で昼の教室を始めま

した。今年は夜の教室ととも

に、昼も充実させていきたい

と思います。

日本語教室部会

最近、ニイハオ部会の例会には、広報とよかわの国際

交流通信「多文化カフェ」を見た市民が多く見学に来ら

れ、その日のうちに入会する人もいます。その理由は、

部会員の中国人が中国語や生活習慣などを熱心に教えて

いるからだと思います。教える人が熱心だと学ぶ人も熱

心になってきます。昨年12月12日の例会は、凍えそう

な冷たい夜でしたが、大勢出席し盛況でした。

私たちは、勉強だけでなく、

皆でおいしい中華料理を食べ

に行ったりして交流を深めて

います。

日中関係が難しい今日です

が、民間レベルでの親しい関

係は失いたくないです。

ニイハオ部会

　アンニョン部会の活動の一部を紹介します。

　昨年12月に韓国料理＆親睦会を勤労福祉会館調理実

習室で開催しました。参加者は、会員と小野先生ご夫妻

を含め、総勢38人でした。

　料理のメニューは、プロゴギー（すき焼き風焼肉）、

チャプチェ、スンドウチゲ（豆腐の鍋）、チヂミなどを

１チーム6人で分業して作り、おいしくいただきました。

お腹いっぱいになったところ

で、シマチョコリ（民族衣装）

を着てアリラン（韓国の歌）

の曲で、踊りを披露しました。

最後に、韓国語文字でのしり

とりゲームを楽しみました。

アンニョン部会

部 告報会
　この部会報告を読んで、部会に参加して

みたい思う方は、ぜひ事務局までお電話

などでご連絡ください。

英語部会のようす 課外授業で記念撮影

ニイハオ部会のようす 民族衣装を披露
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　2012年11月30日の夕方から12月2日のお昼までの短

期間でしたが、タイから来た2人の女子大生、ニンさん

とファーさんを受け入れしました。きっかけは、豊川市

国際交流協会へ中学2年の長女が職場体験でお世話にな

ったことでした。内気な長女に世界の広がる経験をさせ

てあげたい、そんな思いがありました。

ニンさん、ファーさんともに英語が堪能で、ニンさん

は日常会話程度の日本語も話せました。2人が私たち家

族と打解けるのに時間はかかりませんでしたが、長女だ

けは日本語で話しかけられても緊張して上手にしゃべる

ことができない様子でした。ホームステイ期間中、なん

となくカタコトの日本語を話す長女を含め、まるで留学

生が3人いるかの様でした。その点、小学5年生の次女と

3年生の長男は、日本語をほとんど知らないファーさん

ともすぐに仲良くなっていました。夕食後、ネット環境

だけでなくTVゲームもない我が家で、次女が折ってい

た千羽鶴（学校の先生が入院中でした）を作るのを手伝

ってもらったり、日本を代表するゲームであるオセロを

長男が教えたり、自然と会話がはずんでいました。子ど

も達が就寝の時間になった頃には、ファーさんが持って

いたi-Padのゲームで、仲良く同じ布団に入って会話をし

ているほどでした。日頃TVゲームと縁がない子ども達

が、興奮して寝付けなかったのは言うまでもありません。

　次の日の午前中は、お土産を買いに100円ショップへ

出かけました。タイにも100円ショップはあるそうです

が、店舗の大きさ、品数の

多さに大変驚いていました。

彼女たちは買い物カゴを片

手に、お店の中を行ったり

来たり、「かわいい」と言い

ながらキティちゃんグッズ

等を選んだり、欲しい物が見つからないと妻に相談した

りしていました。1時間ほど経った頃、妻が困った顔を

して私を探しに来ました。聞けばニンさんが探している

物がわからない。ニンさんは身振り手振りで説明してく

れて、「消せるボールペン」を探していることがやっと

わかりました。100円ショップでは取扱っていない文具

だったので、ホームセンターへ走り、事なきを得ました

が、そんなお土産もあるんだなと感心してしまいました。

　次に私たちは駄菓子屋へ行きました。よく子ども達と

行く、1個10円前後から買える卸値販売のお店です。ニン

さんもファーさんも、これまでに見た事ないお菓子の数々

に目を輝かせ、「これはなんですか？」の連続でした。中

でも、瓶の形をした「ラムネ」のお菓子に興味津々のファ

ーさん。私の説明に納得できなかったのか、1つだけ買っ

てお店の外で味見をしていました。会計時のファーさんの

買い物カゴには、山盛りのラムネ菓子が入っていました。

　その日の午後は紅葉の綺麗な新城へ、次の日の午前中

は豊川稲荷を案内しました。ニンさ

んは豊川稲荷の土産屋で、「餅に入

った抹茶味のおまんじゅう」を探し

ていました。よくよく考えてみれば、

それは「大福」ではないかと言うこ

とになり、結局日持ちのする土産

屋では取扱っていませんでした。実

はニンさん、初日の夕食の鍋で食べ

た「うどん」も気になっていたらしく、持って帰りたい

と言われたのですが、さすがに冷凍うどんでしたので、2

人とお別れする時、さぬきうどんの乾麺と粉末の抹茶を

お土産に渡し、最後によもぎ大福を食べてもらいました。

　あっと言う間の3日間でしたが、日頃当たり前に思って

いることが、実はそうではない事をあらためて教えていた

だいた3日間でもありました。きっと子ども達にとっても

貴重な経験になったと思います。お別れの時、ニンさんか

らは日本語(漢字も調べたそうです）、ファーさんからはア

ルファベットで書かれた、心あたたまるお手紙を私たち一

人ひとりにいただきました。前夜遅くに書いてくれたので

しょう。本当にキズナが深まる交流になりました。

みんなで足湯体験

紅葉狩りに新城へ

ホームステイ　
受け入れ体験記

　　初めての国際交流
　　　　ほほえみの国、タイからの訪問者

小坂井町　鈴木　克行



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 

（6） （7）

ドミニカ共和国は中南米のキューバの南東、ジャマ

イカの東、プエルトリコの西に位置するイスパニョーラ

島の東側3分の2を占め、人口約1006万の国で、スペイ

ン語を話し、気候はほぼ常夏で年中海水浴が可能な国で

す。ドミニカ国とドミニカ共和国は違いますから一応区

別してください。この国に何をしに行ったのかと言いま

すと、日本政府とドミニカ共和国の政府との政府間協定

でボランティアの派遣協定を締結しており、その要請に

より2年間を要請先の要請内容に

沿った支援活動をする（私の場合

は、鉱工業の職種熔接の職業訓練

校の支援）目的で行きました。

派遣の2年間には、泣きたくな

る様な出来事や笑えちゃう失敗談

など忘れられない経験をいっぱいしました。その全てが、

日本人とドミニカ共和国人（ラテン系の国）との物差し

の違いが原因なのです。

ドミニカ共和国人は平均して①愛想がいい②性格が

陽気③声が大きい④おせっかい⑤約束を守らない（時間

も）⑥拳銃を一人5丁まで所持出来る⑦高速道路の横断

は当たり前⑧見栄っ張り⑨店で客に釣銭を投げて返す⑩

地図で日本を訪ねると中国を指す人が多い⑪乗り合いバ

ス、タクシーは横に4人座る（重なる）合法！⑫四季感

がない⑬雨が降ったら頭にビニール袋をかぶる⑭女性は

ストレートヘアーを目指す⑮男女共ピチピチのジーパン

姿を好む⑭女性のスカートは教会に行くときに着る？⑮

ハンカチは持たない⑯女が家長の国⑰商店、銀行、ＧＳ

等には銃を持った用心棒が立っている⑱貧富の差が激し

い（ホームレスからヘリ通勤者ま

で）⑲停電が頻繁に起こる（怒ら

ない）⑳断水が頻繁に起こる（怒

らない）水道水は飲料には適さな

い、それから住宅の玄関や窓には

全て鉄格子戸がはめてある。

生活上のたくさんのトラブルの発端は大体言語（ス

ペイン語）に起因します。なぜならスペイン語は、

JICAの1次試験に合格してから2次試験が終わり、あわ

てて豊川市の国際交流協会のスペイン語講座を1月～3

月受講、4月～6月は愛知大学のオープン講座を受講、7

月～9月にJICA駒ヶ根訓練所で猛特訓、しかし聴き取る

語学力は身に付いてはいませんでした。

　ドミニカ共和国に入国して1か月間の現地教育も終え

て派遣都市サンティアゴのアパートに移り住んで2カ月

過ぎたある日の夕方、停電が発生。すぐにロウソクを使

って初期対応をして回復を待つが、翌朝も停電状態は変

わらずアパートの家主に電話するも不在。勤務先に電話

して休みを貰い室内待機して回復を待つことにした。昼

過ぎに部屋を出たら自分の部屋だけが停電しているこ

とが解り、日本から持って来たテ

スターを使って調査開始し直ぐに

断線箇所発見。しかしコンクリー

トの境目で切れており、いろいろ

試してもそのまま接続不能である

事が解って再度大家に電話すると

「Que te va ya」との返事。“Va:行く、Ya：既に”向っ

ているとの返事と誤解。待つ。日本人的発想（物差し）

で“大家は店子が困って電話してきたら必ず見に来るは

ず”これが間違いでした。ドミニカ共和国では、そんな

事では来ませんでした。3日目で冷蔵庫の食品も傷んで

棄てる状態になり、待ち続けて3日目に偶然にJICAのＫ

調整員がサンティアゴに来ている事が解り、電話で助け

を求めて自宅アパートに立ち寄ってもらった。Ｋ調整員

曰く「話を聞いた内容だと来ませんよ。日本の大家とは

違いますよ」。その後の断線場所の修理は隣の部屋のお

ばあちゃん、1階の住人のおじさん、配属先のカウンタ

ーパートナーに助けてもらい、2時間後には復旧完了！

メデタシ・メデタシでした。

　困った時は近くにいる人に助けを求めること。これ

がまず第1番目の忘れられない教訓でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（第1話終わり！）

玄関の鉄格子

派遣国での仕事

停電の原因

海外ボランティア  カリブ海に浮かぶ島  ドミニカ共和国での体験記
小坂井町　藤　保人派遣期間　平成22年10月～平成24年10月



豊かなくらしのお手伝い 

（8）

　皆さんインドネシアというと何をイメージしますか？

　今回は、インドネシア出身で豊橋市在住の女性に講師

をお願いして歴史、文化、習慣、観光スポットなどにつ

いてお話をしていただく予定です。ブレイクタイムには

お国の飲み物と菓子を試食します。講師の民族衣装も

楽しみです。スタッフ一同お待ちしています。

日　時　2月23日（土）　午後2時から4時まで

　　　　　（午後1時30分から受付）

場　所　勤労福祉会館視聴覚室

講　師　ププス・マヤ・ブディさん

定　員　60人

受講料　会員300円、一般500円

申込み　2月4日（月）から先着順に受付。

　　　　電話（83-1571）で協会事務局へ。

● 文化講座「インドネシアってどんな国」
　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。友達の輪が広がりますよ。

会　費　個人会員　　年額　　一口

　　　　家族会員　　年額　　一口

　　　　団体会員　　年額　　一口

　　　　終身会員 　 （個人）　 一口

●賛助会員を募集しています

表紙の「国際クイズ」の答え

① 70.8 億人② 195 か国③キュパティーノ市④国連デー⑤加盟し

ている⑥ 10 月 6 日（①と②については現在の数字で、当時の正

解とは異なります）。

豆知識コーナー ・・・豊川市にはたくさんの外国の方々が住んでいます・・・
国籍 人数 国籍 人数 国籍 人数

アンゴラ 1 ケニア 1 ルーマニア 9

アルゼンチン 4 朝鮮 66 ロシア 10

オーストラリア 5 韓国 617 スロバキア 2

バングラディッシュ 10 ラオス 1 スリランカ 3

ボリビア 30 マレーシア 7 タイ 55

ブラジル 2,267 メキシコ 3 トルコ 10

カナダ 5 ネパール 55 ミャンマー 1

中国 653 ニュージーランド 1 英国 3

台湾 5 ナイジェリア 1 米国 25

コロンビア 3 パキスタン 4 ウズベキスタン 1

エルサルバドル 3 パラグアイ 9 ベネズエラ 3

フィンランド 1 ペルー 425 ベトナム 71

フランス 3 フィリピン 476 無国籍 3

ドイツ 2 ポーランド 2 国籍なし 7

ハンガリー 2

インド 19

インドネシア 66

イラン 1

イスラエル 1 （平成24年11月末日現在）

内訳（永住者及び特別永住者）

16 歳未満 16 歳以上 総計 16 歳未満 16 歳以上 総計
745 4,207 4,952 469 2,379 2,848

3,000円

5,000円

10,000円

30,000円


