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事業報告 

事業報告 

お知らせ 

晴天が続いた秋空に生憎の小雨だった今年度の「ハイキング & BBQ」は 10月 11 日（日）に実施されました。 

日本・外国籍の方合わせて 38 名の参加者が貸切バスや自家用車で宇都宮市冒険活動センターに集まりました。 

 午前中は、ハイキングを予定していたのですが、生憎の空模様だったため、冒険活動センターの一室をお借りし

て全員でレクリエーションを行いました。ラッキー7、星座探し、スプーンを使ってピンポンボール運びや輪投げ

をして、子どもから大人まで楽しい時間を過ごしました。 

 その後、4 グループに分かれ、バーベキュー場まで移動して調理に取り掛かりました。 

日本・外国籍の方関係なく準備に取り掛かると共に、調理にあたっては、各グループの個性が発揮され、言葉の

壁等関係なく、楽しい風景がそこには広がっていました。もちろん、全員が満腹になったことは言うまでもありま

せん。 

 バーベキュー後は、バスの出発時間まで団欒の時間をとったおかげで、参加者の仲を深めるのに重要な時間とな

りました。 

こういう形で国際交流をする機会は少ないため、来年度はさらに多くの方が参加できればと願っております。 
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施設見学会（富岡製糸場・富士重工業） 
松平 篤昌 

7 月 14日（火）に恒例の施設見学会を外国人 17名、日本人 27名の総勢 44 名で世界遺産に指定された富岡製糸

場と富士重工業矢島工場ビジターセンターで実施しました。 

参加した外国人の内訳は、市内在住の外国人親子 2組や中国・台湾・モンゴル・ブラジル・マレーシア・スリラ

ンカ・フィリピンからの留学生でした。 

 

午前に見学した富士重工業は、前身の中島飛行機製作

所の技術、技能を受け継ぎ、お客様第一のものづくり、

ひとづくり、工場づくりを目指しています。 

プレス工程の見学では、トランスファープレスが 1台

で 3～4 工程の加工をこなし、ボディー溶接組立ライン

では、車の床面、側面、ルーフをコンピューター制御に

より内側からと外側から行い、高度の自動ロボット導入

により、大幅に作業時間を短縮しています。 

部品組付けでは、約 6 千種類のうち電装品、インスト

ルメントパネル、ガラス類、内張、床下部品、エンジン

サスペンション、プロペラーシャフト、タイヤ、バッテ

リー、ハンドルなどを組付け、最終的にガソリンを自動

注入して車両は完成します。 

最近話題の「安全な車の自動ブレーキなど事故を未然

に防ぐための技術」、スバルの場合は、アイサイトが「予

防安全評価」上で高い得点を得ています。 

 

午後に見学した富岡製

糸場は、明治 5年に明治政

府が殖産興業政策に基づ

き、西欧技術を取り入れ建

造した歴史的な器械製糸

工場の施設であり、高品質な生糸を大量生産できる器械

製糸技術を国内に広めるために設立した官営の模範工

場です。繰糸場は約 140ｍあり、300 釜のフランス式繰

糸器が設置され、当時世界最大規模を誇りました。 

東繭倉庫は、柱や梁は木材、壁は煉瓦で造られ、年に

一度しか繭が

収穫できなか

ったため、100

ｍを超える大

型の繭倉庫が

2 棟建てられ

ました。 

ボランティアガイドによる館内案内は、東繭倉庫、

繰糸場、西繭倉庫、検査人館、女工館、診療所等の建

物前で行われました。 

 官営期の工女の暮らしにおいては、給料は能率給で

あり、優れていれば誰でも一等工女になれたと言われ

ています。 

 富岡製糸場の世界遺産登録により、絹織物（栃木県

では小山市中心の結城紬が有名）に対する意識高揚に

つながり、繭の生産量は上向いているようです。 

 昼食は、こんにゃくパークで食べ放題のこんにゃく

料理とおにぎりを美味しくいただき、好評でした。 

                        

バス旅行は本当に楽しかったです。スバルの工

場で車作りを見て、こんにゃく料理は種類が多

くて驚きました。富岡製糸場で初めて繭を見ま

したが、その時代、一年に一回しか買えないと

聞き、面白いと思いました。 

（宇都宮大学留学生・モンゴル出身  

ミヤグマルジャブ バトナサン） 
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ＵＣＩＡボランティア翻訳サービス 
井藤 広志 

外国籍住民に対する言語サービスの一環として、

UCIA は翻訳サービスを行っています。 

 

このサービスは、①外国の官公署発行の文書の和訳、

②日本の官公署発行の文書の外国語訳、③市の行政サー

ビスの外国語訳に大別できます。 

高品質の翻訳を迅速に提供するには、たとえば、次の

ような日頃の準備が大切になります。 

 

（1）官公署の文書の翻訳： 

日本の法令（民法、戸籍法、国籍法、税法など）と外

国の法令（民法、身分登録法など）を熟知しておく。 

しばしば目にするミゼラブルな翻訳は、ひとつには、

訳者が国内外の法令に無知であることによっています。  

 

 

（2）市の行政サービスの翻訳： 

①行政サービスの実務に精通する。 

 

②国内外の地方自治体の多言語情報サービスの

good practice を精査して分野毎（福祉、保健医

療、渉外戸籍、教育、労働など）に整理し、「多

言語情報ポータルサイト」をつくる。 

 

③外国語の新聞・雑誌などに目を通して、役に立ち

そうな表現を収集して自家用「翻訳表現辞典」を

つくる。 

 

  

翻訳には膨大なエネルギーの投入が必要で、仕事がお

わるとぐったりします。あとになって、あれはこう訳せ

ばよかったと落ち込むこともあります。 

 

日本語が十分でない外国籍の方が暮らしやすい宇都

宮市を創っていくために、これからも完璧な翻訳を目指

して日々、研鑽に励みたいと念じています。 

ＵＣＩＡボランティア通訳を体験して 
高村 祐子 

カナダ人の先生によるハロウィンやクリスマスのイ

ベント通訳業務を担当させていただき、今年で 2年目と

なりました。 

日本でもすっかり定着したハロウィンやクリスマス

ですが、やはり、ネイティブの先生方から海外の伝統行

事を学べるということは貴重な経験だと思います。 

特にお子さん方にとっては、楽しく英語や海外の文化

が学べる恰好の機会でもあります。 

参加者の方には先生から提供された写真のスライド

を紹介しながら、文化的背景と歴史や由来を踏まえた、

本来の祝日の過ごし方を学んでいただきます。 

 

先生方が共通しておっしゃるのは、「日本のコマーシ

ャリズムに惑わされないで！」ということです。 

実際、先生方が紹介するハロウィンもクリスマスも決

して華美なものではなく、お金をかけずに身近にあるも

のを利用するということです。 

 

季節のイベントの醍醐味とは、家族やご近所で和やか

に過ごすということに尽きるようです。 

リラックスした楽しい雰囲気の中、子供さんやお母様

から質問や会話が活発にかわされることも多々ありま

す。 

そうした中で、真の国際交流が育つと思うのです。そ

のような国際交流の仲介役としてお手伝いをするのは

大変やりがいのあることであり、毎回新たに学ぶことが

多々あります。 

この輪がさらに広がることを願っています。 
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暑く！熱く！燃えた「よさこい」 
  吉田 しのぶ 
 8 月 2 日（日）に今年も恒例の「ふるさと宮まつり」

最終日の「よさこい」に、わが国際交流協会よさこいチ

ームが参加して、大いに盛り上げました。 

今年は練習の時から参加者が多く、特に若いアジアの

方たちが、おおぜい参加してくれて、暑さも吹き飛ばす

ほどに元気いっぱい、休息時間も惜しんで、振りを覚え

ようと一生懸命です。教える方もみなさんに引っ張られ

て、ついつい熱が入ってしまいます。 

練習の合間には、あちらこちらでおしゃべりの輪がで

きて、「お国はどちら？」「ネパールから来ました」「ネ

パールの地震は大変だったでしょう。ご家族はだいじょ

うぶ？」などと会話が弾みます。 

 

 

 

 

 いよいよ本番、心配され

たお天気も何とかもちそ

う。生涯学習センターで最

後の練習のあと、赤い法被

と黄色いたすきの華やか

な衣装に着替えます。何人

かの外国人は、自分の国の

国旗をフェイスペインティング。みなさん、なかなかお

上手で、国際交流協会らしさをアピールしてくれました。 

さて、夕方 6時から本番。大通りに 50 名のメンバーが

並びます。 

 「bon 宮」の音楽に合わせて、みんなの動きの大きく

て楽しそうなこと。誰も恥ずかしがったりしないで、精

一杯体を動かして、真夏の祭典を楽しみました。合計 9

回の踊りはきついけれど、沿道からの拍手に励まされて

最後まで踊りきり、終わったときは満足感でいっぱい、

記念撮影の間もなかなか興奮が冷めないようでした。 

 皆さん来年もよろしくね！ 

 

 

 

 

 

第 2 回国際理解ミニ講演会 
中山 もとみ 

8 月 9 日（日）、宇都宮市民プラザ多目的ホールにお

いて、「海外留学を目指す人集まって!!!」と題して国際

理解ミニ講演会を行いました。日本から海外へ留学する

留学生の数が減少傾向にある昨今、留学に興味をもって

もらいたいと始めた企画も今回で 2 回目になりました。 

 

講師は、ニアンギ・ロンゴ氏（コンゴ民主共和国出身、

日本国籍に帰化・アメリカ留学中）、ラマ・ユバラジ氏

（ネパール人・専門学校生）、梁鎮輝氏（中国人・宇都

宮大学留学生）、福田悠朗氏（平成 26年度オークランド

市への中学生派遣事業派遣生）、狐塚葉月氏（平成 25年

度タルサ市への中学生派遣事業派遣生）、カーンズ一早

氏（アメリカ留学中の日本人）の 6 名で、いずれも海外

留学経験者と、日本に留学し

ている留学生でした。講師の

方々のお話を聞き、夢を実現

するために、自国を離れ異文

化の中での経験の一つ一つ

が、貴重でかけがえのないも

のであると感じました。 

学校生活で専門的な知

識を身に付けることは勿

論ですが、アルバイトや

生活の中での体験、また、

時に葛藤しながらも克服

していく中で得られるし

なやかさと力強さ。短い時間で語られる内容には限りが

ありましたが、苦労を乗り越え身に付いた自信が皆さん

から溢れていました。 

 

日本から出かけた派遣生が、積極的に受け入れられ、

コミュニケーションを取る場が沢山あったこととは反対

に、日本で生活する留学生は周囲と繋がることが難しか

ったと聞き、日本人の外国人に対する側面も垣間見えま

した。 

参加者の中には講師の親御さん達もおられ、留学生の

努力もさることながら、その背後に、親御さんの深い愛

情があることも感じました。 

ご参加くださった皆さま、ご協力ありがとうございま

した。 

                         

(*^。^*) 参加させていただきありがとうございます。とて

も楽しかったです。来年もぜひ参加したいです！ 

(^o^) 宮まつりはすごく楽しかったです。少しからだがいた

いけど、だいじょうぶです。ありがとうございます。 

(*^_^*) いい経験をさせてもらって、本当にありがとう！ 

(^_^;) よさこい楽しかったです！アルバイトがあったので

途中で帰って、1回しか踊れなかったのが残念です。 
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オークランド市への高校生派遣 
コハツ ホセ 

 夏の猛暑が始まるころの 7 月 29 日に、10 名の高校生

が真逆の季節にあたるニュージーランドのオークラン

ド市へと旅立ちました。かれらは「平成 27 年度オーク

ランド市への高校生派遣事業」の派遣生で、8 月 6 日ま

での 9日間、ホームステイという貴重な経験をして帰国

しました。 

 同事業では、派遣生に対して 5回の事前研修会で英会

話、宇都宮市やオークランド市、日本文化などの勉強会

を実施し、かれらが少しでもオークランド市での滞在を

満喫できるように講師の先生をはじめ実行委員が中心

になって支援しました。今回、内気な参加者が多いと感

じることが多々ありましたが、研修会を重ねるごとに仲

を深め、団結していく姿を見るのが大変嬉しく思えまし

た。 

 帰国後に報告書作成の場を設けた際に、かれらの逞し

くなった姿や派遣前に比べてよく話す姿を見ることが

できました。マヌレワ高校でのホームステイや交流がよ

ほど楽しかったようで、終始話題が絶えることなく楽し

みながら報告書作成に取り組み、内気な派遣生はもうそ

こにはいませんでした。かれらにとって、コミュニケー 

ション、食事、習慣において異文化体験できたことがと

ても印象的だったようで、目を輝かせながら話してくれ

ました。また、母語の日本語を通して「先生」という立

場を体験し、日本語の大切さを改めて学ぶ機会にもなっ

たようです。 

 かれらは、これから高校卒業後の進路を決めなければ

なりません。今回の派遣事業で得た非常に貴重な経験を

保護者に感謝しながら、今後も世界へと羽ばたく人材へ

と成長してほしいと強く思います。 

 

ホストファミリー研修会 
江連 征子 

            ホストファミリー委員会で 

            は、9月 4 日（金）の午前 10 

            30 分から 12 時まで、宇都宮 

           市国際交流プラザ懇話室に 

           おいてホストファミリー研 

            修会を催しました。 

 講師は、フランス・オルレアン市出身のギヨム・マイ

エルさんにお願いして、和やかな中にも充実した研修と

なりました。 

 今年度の宇都宮市からの受託事業として、10月にオル

レアン市からの剣道グループを受け入れる際の事前学

習のため、研修会で少しでもフランス語に触れておきた

いとの思いで開催しました。 

まず、ベーシックな語彙から、「はい」は Oui（ウィ）、

「いいえ」は Non（ノン）というように、ギヨム先生に

はまったく初歩の初歩を丁寧に指導していただきまし

た。Bonjour（ボンジュール）、「ようこそ」Bienvenue

（ビヤン ヴニュ）、「はじめまして」Enchanté(e)（ア

ンシャンテ）などの挨拶、Je m’appelle～（ジュ マペ

ール～）などの自己紹介、そして特にホームステイを 

 

受け入れる際の家庭での会話など、「大丈夫ですか?」

Ça va?（サ ヴァ）、「おなかがすいていますか?」Tu as 

faim?（テュ ア ファン）というように、基本的な会話

を知ることができました。 

 10月 18日から 27日の受け入れに向けて、ホストファ

ミリーの皆さんは奮闘中。仕事を持っていらっしゃる方

には、特にご苦労をおかけします。しかし、「朝夕の送

迎の際の会話は、充実していますか?」の答えには、Oui

が返ってくるのではないでしょうか!  
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国際理解教室 

 

 
 

 

 

                         

ハロウィンで遊ぼう 国際理解ってどういうこと？ 

わたしたち地球人～ネパール編～ 

インドネシアの現代の踊りを楽しもう 

 国際理解教室への講師派遣依頼が、宇都宮市国際交流プラザ・上河内生涯学習センター・河内生涯学習セン

ター・泉が丘地域コミュニティセンター・那須塩原市教育委員会・上戸祭小学校・本田技研開発委員会・市青

少年活動センターなどからあり、UCIA から外国人講師など延べ 36名を派遣しました。 

 各講座では、世界各国の歴史・文化・風習・遊び・料理の紹介などが行われ、初めて知る世界各国の文化等

に、講座に参加した小学生から大人までが興味津々楽しみながら、国際理解・多文化共生について学びました。 

 参加者からは、「普段の生活ではなかなか違う国の言葉や文化に触れることが少ないので、子どもたちにも良

い機会となりました。」「ネイティブの先生と時間を共有でき、先生のご出身地の文化や生活等を知ることがで

きたのは子どもたちにとって、とても良い機会になったと思います。」「講座後すぐに子どもにローマ字の絵本

を与えました」など、講座の効果を感じることができる感想もいただきました。 

オーストリアの紹介～バイオリン演奏体験～ 

わたしたち地球人～ベトナム編～ 
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オーストリア文化セミナー 

加藤 紀子 

 8 月 22 日（土）・23

日（日）の 2 日間にわ

たり行われたオースト

リア文化セミナーは、

ドイツ語入門講座のモ

ニカ先生の清楚な民族

衣装での登場で始まり

ました。 

ハプスブルク帝国の時

代から、EU 加盟国の一

員となった現在の姿や文

化、美しい自然など、参

加者の皆さんと対話しながら進められました。 

バイオリニストでもあるモニカ先生の演奏もあり、大き

な会場で聴くものとは違う、迫力を持った音色は、心に響

くミニコンサートとなりました。 

さて、2日目は、オーストリアの魅力の一つでもあるお

菓子作りです。皆さんエプロン姿になって、オーストリア

のクレープ「パラチンケン」に挑戦。 

火加減に苦労しながらフライパンで薄く焼いた生地に、

オーストリア名産のアンズやベリー類のジャムを塗って

完成です。アイスとホイップクリームのたっぷり入った

「アイスカフェ」と一緒に楽しみました。 

けれど楽しい時間はあっという間。モニカ先生のマーブ

ルケーキは、おみやげになりましたが、それはふんわり焼

けた逸品でした。  

短い観光旅行だけでは分からない、多くの側面を持った

オーストリア。 

今回の貴重な機会は、

もっとじっくりこの国を

知りたくなる、そんなき

っかけになったのではな

いでしょうか。 

国際理解のための英会話 

星 三江子 

10月 3日（土）から「国際理解のための英会話」講座(全 8 回)が始まりました。

この講座の授業は、英語だけで行なわれることになっています。 

私は初日、不安と期待と複雑な緊張感で教室へ行きました。この講座を受講する

のは、私を含め 13 人です。その人達もやはり緊張した面持ちで、これから始まる

英語だけで行なわれる授業開始を待っていました。しかし、いざ授業が始まると最

初の緊張はどこへやら、教室の中は笑いと皆の口から自然に出てくる英語で、あっ

と言う間の 90 分でした。それは、講師のテンポの好いユニークな授業の進め方に

あると思います。私たち受講者をリラックスさせながら、必ず全員に発話させるの

です。多少の文法ミスがあっても自分で言える英語で意見を言う授業です。 

授業内容ですが、講座のタイトル「国際理解」ということで私の中で漠然としていました。しかし、受講を重ねる毎

にその意味が具体化して、なんとなく自分なりに消化しているのを感じています。 

毎回私たちの持っている日本人的固定概念がことごとく打ち砕かれます。例えば、二人一組で世界地図を描きました。

全員が日本を中心にした世界地図を描いたのです。しかし、先生から手渡された世界地図は、アフリカ大陸が中心にあ

り、日本は極東、アメリカ大陸は西に位置した物だったのです。多方面から物事を見る事で新しい発見をしていく楽し

い授業です。 

今までの 3 回の講座で学んだことは、私たちの住む世界は、人、物、文

化、情報などが互いに行き来し、補い合い影響し合って成り立っています。

地球上に生きる私たちは、地球人(earthling)、国際人(cosmopolitan)であり、

世界の様々な国や人々と無関係には生きられないという事です。そして、

日常生活ではほとんど使わない単語をたくさん知り、まだ自分の身になっ

ていませんが、残り 5 回の講座が楽しみです。 
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編集・発行 NPO 法人宇都宮市国際交流協会 

〒320-0026 宇都宮市馬場通り 4 丁目 1 番 1 号 

うつのみや表参道スクエア 5 階 

国際交流プラザ内 

Tel: 028(616)1870 Fax: 028(616)1871 

受付時間: 10:00～20:00 

E-mail: ucia@ucia.or.jp 

URL: http://www.ucia.or.jp/ 

井上総合印刷様 広告 

会員になりますと、 
以下の特典があります。 

。 

奇数月に情報誌を
お送りします。 

○●○ 広告募集について ○●○ 

 

UCIA では、年 3 回(7 月、11 月、3 月)会報誌を発行しています。
広告掲載をご希望の方は UCIA へお問い合わせください。 

◆ 費用   15,000 円（5,000 円／回） 

◆ サイズ  6cm×8.5cm 

 

ホームページでも、広告バナーを募集しております。詳細は、
広告バナーページ(http://www.ucia.or.jp/advertisement.html)をご
覧ください。 

 ◆ 費用   3,000 円／月 

  ※ 3 か月から掲載可能です。 

 

 

 
〒320-0066 栃木県宇都宮市駒生１丁目１番６号 

財団法人栃木県青年会館 
TEL.028(624)1417(代) FAX.028(624)1843 
http://www2.ocn.ne.jp/~concere/ 
E-mail:concere@olive.ocn.ne.jp 

 

 

 
 

 

 

 

                        

 

ＣＯＣＯ塾様 広告 
 

NPO 法人宇都宮市国際交流協会 

Utsunomiya City International Association 

NonProfit Organization 

国際交流いつやるの？ 今でしょ！！ 
 

◆外国人のための日本語教室  ◆外国語講座 

◆日本文化教室        ◆姉妹都市交流 

◆国際理解教室        ◆翻訳・通訳 

◆国際交流イベント 

◆外国人のための総合相談   

様々な国際交流の
に参加

できます。 

お知らせ 

 

2015 年ネパール地震救援金のご報告 

 

 2015 年 4 月 25 日にネパール連邦民主共和国を襲っ

た地震において、甚大な被害が発生したことを受け、

2015 年 5 月 1 日～7 月 20日までの間、当協会窓口や

イベント開催の際に救援金の受付を実施いたしまし

た。 

 その結果、￥90,957 円の救援金が集まり、集まった

救援金は、当災害の救援金を受け付けている日本赤十

字社へ寄付しましたことをご報告いたします。 

 皆様の温かいご支援ありがとうございました。 

 

宇都宮市国際交流協会フットサルチーム 

UCIA Quinto Piso（キント・ピソ） 

メンバー募集!!! 

 ネパール・ドイツ・ペルー・日本などの国々の人が

集まって楽しくフットサルをしています。国籍、性別、

経験など気にせず、いろんな国の人とフットサルを通

して楽しく国際交流したい人、集まれ―！ 

≪詳細≫ 

日時：2015年 11 月 21 日（土）、12月 19 日（土） 

16 時～18 時 

場所：SALU 宇都宮（大通り MEGA ドン・キホーテ屋上） 

参加費：1,000円/2 時間 

mailto:ukokukyo@cocoa.ocn.ne.jp

