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雪を楽しもう！バスツアー in 日光 
実行委員 伊藤 藤昭 

２月４日（日）１２時にＪＲ宇都宮駅、うつのみや表

参道スクエアに集合したフィリピン、インドネシア、マ

レーシア、フランス、イタリア、日本という国際色豊か

な男女２１名はバスで奥日光へと出発しました。 

目的地は戦場ヶ原三本松茶屋、標高約１，４００ｍ。

この日の最高気温－２度、天気は晴れ、風はほとんど無

風。１３時半に到着後、売店でスノーシュー一式をレン

タルし、皆さん初めての雪上トレッキングに出発しまし

た。コースは２日前の大雪で１ｍくらいの積雪、靴のみ

ではとても歩けません。 

 

皆さん歩き方に初めは慣れませんでしたが、すぐに慣

れ、スイスイと進みます。途中の休息でインスタ映えす

る写真を撮り、思い思いに雪を楽しみました。 

 

後半は新雪の上を膝まで埋まりながらの行進です。１

時間余り楽しんだ後は売店でアイスクリームに舌鼓、展

望台で日没の絶景を堪能後、帰路につき、１８時半宇都

宮に到着しました。 

皆さん怪我なく雪を楽しんでいただけたようです。お

疲れ様でした。 

 

ハイキング＆ＢＢＱ 
実行委員長 石原 聡 

秋のイベントと言えば、そう！恒例のバーベキュー

とハイキングの集いではないでしょうか。 

１０月８日（日）、今年も晴天に恵まれ、１５名の外

国出身者を含め、３０名を超える大人数で楽しく開催

することが出来ました。 

篠井冒険活動センターにはハイキングコースがあ

り、辺りを見渡せる展望台があります。みんなでそこ

を目指していざ出発！吊り橋を渡り、暗闇のトンネル

を抜け、山を下ると、来た道に出てしまった。 

「おかしいなぁ〜？」と、また来た道を戻ってみる

も、展望台への道が見つからない！「まずい！道に迷っ

たかも！」と、辺りを探すも道が見つからず。 

結局展望台は諦め

てバーベキュー場に

向かいました。あと

でスタッフの方に聞

いたところ、スター

トから道を間違えて

いたようです。 

 

４つのグループに

分かれてバーベキュ

ーをしながら国際交

流を楽しみました。 

メニューは焼肉と

焼きそばです。味付

けは各グループによ

って個性があり、中

で も 「 こ れ は 美 味

い！」と思ったのは、中国出身の方がいたグループの焼

きそばでした。付属の粉を使わず塩と醤油の味付けで

「お国によって違うものだなぁ」と新たな発見がありま

した。 

バーベキューの後のゲームは、英語、中国語、韓国

語によるじゃんけん大会をしました。言い方の違い、

形の違いなどじゃんけん一つにしても変わるものだな

ぁとこちらも新たな発見がありました。 

たまたま日中韓の参加者によるバーベキューになり、

お互いを知る充実した１日になりました。 

                        

初めてのスノーシューを履いて出発！ 

休憩中には思い思いに記念写真 

 

子どもたちも一生懸命お手伝い 

 
吊り橋で恐怖体験 
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着物着付け体験＆折り紙体験 
１０月２９日（日）にうつのみや表参道スクエアで開

催された着物着付け体験に参加しました。着物を着るの

は初めてのことではありませんでしたが、しかし、今回

は男性と女性の着物の説明から始まり、漢字にふりがな

を書いていただき、やさしい日本語を使って、着物のそ

れぞれの名称の説明をしてもらったので、とてもわかり

やすかったです。 

着物については初めて学び、女性の着物は年齢によっ

て、袖の長さがショートやロングと違うことを初めて知

りました。私は夏の着物を何度も着たことがありまし

た。でも秋の着物は初めて体験させていただきました。

洋服より着物はとても温かいです。 

私の母国であるタイの民族衣装は体型が痩せている

方が似合います。だけど、日本の着物はいろいろな体型

でも調整して着ることができます。日本の着物について

良い勉強をさせていただきました。大変お世話になりま

した。  （参加者 宮路 チョーティカ（タイ出身）） 

 

着物を着て色々な国の方とおりがみをするアイディ

アはとても良かったです。参加者全員がおりがみを折

り、完成したときにはとても喜んでいました。 

「一枚の紙が着物に変身した！」と驚いていた人もいま

した。とても楽しい体験でした。 

      （参加者 後藤 みよ子（ブラジル出身）） 

 

 

日本料理教室 
参加者 新開 智彦 

１２月１０日（日）に宇都宮市総合コミュニティセン

ターで開催された日本料理教室（おせち料理）に参加し

ました。おせち料理と言えば、近年は高級品、注文する

ものの代名詞となり、自宅で作る機会はめっぽう減って

います。私自身を振り返ると、幼少時には母が数日かけ

て作っていたのが、いつからか一部しか作らなくなり、

最終的には簡素なもので済ますようになっていました。 

家を出てからは、新年のために特別に何かを食べるこ

とは減ってきました。そんな中、今回の料理教室では、

巻き寿司、伊達巻、筑前煮、きんぴらごぼう、紅白なま

す、芋ようかん、と作りごたえのある料理の作り方を勉

強しつつ、おせち料理の意味まで学ぶことができまし

た。 

黒豆は縁起が良い…と何となくは知っていても、おせ

ち料理の目的、つまり台所の神様に新年の３日間休んで

いただけるよう、火を使わない（諸説あり）といったこ

とは初耳でした。 

伝統を守るのは大変であり、特に多忙を極め、様々な

選択肢がある現代人がおせち料理を作る時間を確保す

るのは至難の業ですが、少し文化を見つめ直す一日でし

た。 

 

                         

艶やかに着付けてもらいました 

着物を着て、二荒山神社を参拝し、菊水祭を楽しむ予定でした

が、雨のため、急遽、先生のご厚意で折り紙教室も行いました。 

きれいに盛りつけました 

先生の丁寧なご指導 おいしくいただきました 
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オルレアン市への青少年派遣 
副実行委員長 和田 征子 

オルレアン市への青少年派遣事業は今回で２１回目を

迎えました。ここ数年募集人数１０人に対して派遣は２

名と言う寂しい状況でしたが、嬉しいことに今回女子高

校生６名の派遣となり、１１月１０日から８日間の日程

で出発実施することになりました。 

この派遣事業は引率者を伴わず、全て派遣生の団結力

で、物事を進めて行く事業です。私達実行委員は彼女達

が有意義なフランス生活が出来るように熱意を込めて研

修に力を注ぎました。 

初めはちょっと不安そうな彼女達でしたが、事前説明

会に始まり５回の研修（実用的なフランス語会話・ホー

ムステイの実情と心得・両市の概要・日本文化）を経て

いくうちに緊張した面持から、徐々に自信に満ちた面持

ちになり、役割分担も積極的に手を挙げ、スムーズに決

まり頼もしく成長いたしました。研修での成果を発揮し、

僅か数回のフランス語研修でしたが、現地での自己紹介

もフランス語で出来、さらに今回初のフランス語の歌（

Frère Jacques）、日本の歌、彼女達の要望のアニメソン

グ「君の名は。」を現地で披露するように実行委員の指

導で練習しました。現地での様子を伺いしると、とても

好評を得たようです。日本アニメは、フランスのみなら

ず、世界で日本文化の代表となっているようです。 

派遣生達は、短い期間ではありますが一般家庭にホー

ムステイをし、多くのことを体験吸収して、個々の希望 

や目的を達成させ、一回りも二回りも大きく成長し無事

帰国いたしました。市長、副市長への結団式、帰国報告

会では、この事業への感謝の意を込めたはっきりした受

け答えでとても感心いたしました。 

今の世の中グローバル人材が当たり前となっておりま

す。私達実行委員のもてるだけの力を集積し派遣生に提

供する事で、今後も派遣生がさらなる研鑽をつんで、世

界に羽ばたいて行くことを切に願って止みません。末筆

になりましたが、この事業を通して、青少年の育成に関

われたことは派遣生の成長のみならず、私の誇りになっ

ており、来年もそのまた再来年も楽しみにしています。  

私の人生の一ページに深く深く刻みこまれとてもかけ

がえのない財産になりました。 

オルレアン市からの日仏交流協会受入 
実行委員 杉本 恵子 

ホストファミリー委員会所属ですが、ホストファミリ

ーにお伝えするのにも、どんな方がいらっしゃるのか、

どこにいくのか、分かっていた方が良いかと思い、実行

委員会のお仲間に入れていただきました。今回の受入期

間は、１０月２２日（日）～２７日（金）でした。 

宇都宮に来られるまで、其々日本各地を訪問してきた

訪問団(男:２名、女:３名、２６才から６５才)の皆さん

は、２２日１１時に宇都宮駅に集合。国際交流プラザに

移動、ホストファミリーと対面し、オリエンテーション。 

翌日からは、ホームステイをしながら、茶道体験、大

谷見学、益子、外池酒造、日光、本田工場見学、表敬訪

問、お別れ会。最後

の日は、家族と過ご

し、夕方宇都宮駅集

合、其々の訪問地へ

向かうという６泊

７日のプログラム

でした。 

今まで決まったプログラムに沿って、ホストファミリ

ーをさせていただきましたが、実行委員会に参加し、今

まで実行委員会の皆さん、事務局の皆さんのご尽力によ

り作られてきたことがよく分かりました。 

また、一日だけでしたが一緒に過ごすことができ、本

田工場を見学、お別れ会では、ゲストとホストの皆さん

の楽しそうな様子を間近で見ることができ、貴重な体験

をさせていただきました。 

次回の受入れでは、皆さんも実行委員会に入ってみま

せんか。 

 

                         

派遣生、フランス語講師、実行委員のみなさん 

足湯でリラックス ホストファミリーも一緒にお別れ会 



Utsunomiya City International Association 

 

5 

 

第３回ボジョレヌーヴォーを楽しむ会 
実行委員長 和久 文彦 

毎年１１月の第３木曜日はフランスも含め全世界的

に「ボジョレヌーヴォーを楽しむ会」を開催してその年

の新酒の解禁を楽しむことになっており、当協会もそれ

までの「オルレアン協会」から引き継いで一昨年から主

催して市民の皆様と祝っています。 

今年度も１１月１６日（木）に第３回目を８０名の

方々をお迎えして実施しました。時差の関係で生産国フ

ランスより早く日本で祝うのは一寸うれしい気もしま

す。今年度は宇都宮駅の西口にあるチサンホテル宇都宮

を会場に佐藤市長、臼井理事長の挨拶に引き続き、今年

は、参加者の皆様には４種類のボジョレヌーヴォーとフ

ランス料理と小高史子氏のシャンソンを大いに楽しん

でいただきました。  

 

 

ついでに福引もあり、クリスマスやお正月に先立つこ

と１か月前にその年の運勢を占うことになりました。 

皆さまが試飲に使用したグラスはお持ち帰りいただ

きました。 

また、今年は現在計画中の２０１９年５月のオルレア

ン市への市民訪問団派遣の前年となりますので、楽しむ

会の大いなる盛り上がりを期待しております。 

今年初めてアンケートをとらせていただきました。５

０歳以上の参加者７７％、宇都宮市外より来られた方な

んと２０％、ワイン、シャンソン、料理の満足度は８０％

以上、次回も参加したい人８４％とあり、来年度はチケ

ットが不足するのではと一寸心配です。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

佐藤市長より来賓のご挨拶 臼井理事長より主催者挨拶 

和久実行委員長より乾杯の挨拶      小高さんのシャンソンで会場は和やかな雰囲気に         お楽しみ抽選会 

好評だった今回のボジョレー         ワインメニュー         実行委員さんたち     シャンソン歌手・小高さんと

伴奏者・小池さんに花束贈呈 
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世界の絵本を楽しもう！！ 
実行委員長 熊倉 シゲ子 

１１月２６日（日）１３：３０～１５：３０、宇都宮

市東図書館２階集会室において、第８回目の「世界の絵

本を楽しもう！！」が開催されました。 

子どもやその保護者等来客者は計１２０名、協力者２

４名で集会室も熱気でいっぱいでした。 

対象国（言語）は、ホンジュラス（スペイン語）、モ

ロッコ（アラビア語）、タイ（タイ語）、ロシア（ロシ

ア語）、韓国（韓国語）、カナダ（英語）の６か国でし

た。事前にリハーサルを何度も行い、当日も入念に絵本

や国の説明等を練習して臨みました。 

毎回参加してくださる方、初めて参加の親子連れや未

就学児の子ども達も、さまざまな言語の響きを楽しんで

いました。絵本の選択については、単純なストーリーで、

挿絵のきれいなもの、その国らしい内容であること等を

検討して絵本を用意しました。 

入念に準備したつもりでも、いざ子どもたちを前にす

ると、早めに終わってしまったり、予想以上に時間がか

かったり等ハプニングもありましたが、日本語訳に小学

生が活躍してくれたことも嬉しい限りでした。休憩時間

の○×クイズや歌遊び、最後のピニャータ等は子ども達

の歓声に包まれ、あっという間の２時間でした。 

 

ストーリーが長い絵本や内容が少々難しい絵本には、

日本語の説明を簡略化しましたが、子ども達の興味を引

いた絵本は、音の繰り返しや、簡単な言葉で内容がわか

るものであり、さらに絵本の選択に一工夫しなければな

らないと感じました。また、声の大きさ、間の取り方、

絵本の見せ方等読み手のレベルアップも図る必要があ

ると感じました。 

 「世界の絵本を楽しもう！！」にご協力いただいた６

か国の皆様、日本語ボランティアの方々、会場を貸して

くださった東図書館、託児でお世話になった市オピニオ

ンリーダー会の皆様に感謝申し上げます。 

 

  

 

                         

ホンジュラス               モロッコ 

子どもたちは外国の絵本に夢中 

タイ                 ロシア 

世界の民族衣装などの展示コーナー 

託児コーナー 

韓国 カナダ 

「ピニャータ（お菓子の

入った人形）」をたたいて

お菓子をゲット！ 

（南米の行事） 



Utsunomiya City International Association 

 

7 

 

２０周年記念事業を振り返って 

２０周年記念事業実行委員会 実行委員長 秋山 光庸 

 

ＮＰＯ法人宇都宮市国際交流協会設立２０周年記念事業が、成功裏に終了いたしまし

た。直接参加された諸事業は記憶に新しい事でしょう。 

記録の検索のことも考慮して、諸事業の記録を、ここに書き留め、直接はたまた間接

的にご参加下さりました皆々様に、深甚なる感謝をいたします。 

誠に有難うございました。 

 

 

 

１） ＵＣＩＡ２０年の歴史 

ＵＣＩＡ設立２０周年記念誌 編纂委員会 編纂委員長 吉田勉 

２０年の歩みをパネルで紹介 作製委員 伏島順一、丸山秀彦、武田康夫、櫻井美惠子、吉田勉 

（会報誌ＮＯ.６０、Ｎｏｖ.１５、２０１７、Ｐ３） 

２）協会設立２０周年記念事業 記念イベント開催しました！ 

   記念事業イベント委員会委員長 山口由紀子（会報誌ＮＯ.６０、Ｎｏｖ.１５、２０１７、Ｐ２・３） 

３）２０周年冠事業 

①地球のステージコンサート 杉山早苗（会報誌Ｎｏ５８、Ｍａｒ.１５、２０１７、Ｐ７） 

②日本文化ふれあいの会   斉藤恭輔（会報誌Ｎｏ５９、Ｊｕｌ.１９、２０１７、Ｐ２） 

③ホストファミリー交流会  杉本恵子（会報誌Ｎｏ６０、Ｎｏｖ.１５、２０１７、Ｐ４） 

④アフリカ音楽コンサート～音楽を通して、アフリカを知ろう！～ 

半田昌弘（会報誌Ｎｏ６０、Ｎｏｖ.１５、２０１７、Ｐ４） 

 

福田富一市長時代に、世界の５都市との市民による具体的姉妹都市交流は、ひとつの頂点に達しました。

２０１０年、佐藤栄一市長時代に入り、時代を先取りし、バランスのとれた、国家間や県行政関連の中の中

核市宇都宮市と連携･協働する中核団体として私達の「ＮＰＯ法人宇都宮市国際交流協会」に「宇都宮市在

住の外国人」と人材育成、交流機会創出、コミュニケーション支援、生活支援による共生が求められて来て

います。 

 当「ＮＰＯ法人宇都宮市国際交流協会」は、宇都宮市に存在する代表的なイベントである１）「ふるさと

宮まつり」や２）「フェスタｍｙ宇都宮」それに加え詩歌音曲文化を支える３）「うつのみやファインフィー

ルドフェスティバル」との協働を進めています。 

そこでは、宇都宮市をはじめとする宇都宮市民憲章推進協議会、宇都宮市民の日実行委員会、（公益財団

法人）うつのみや文化創造財団、宇都宮商工会議所、宇都宮観光コンベンション、（社）宇都宮青年会議所、

宇都宮青少年団体連絡協議会等があり、必要な自主企画、資金、運営や警備で、「市民の楽しめる祭り･イベ

ント創り」に傾注しているが、当協会の自主財源の一つとなるＴＯＥＩＣ運営（前掲の１）ＵＣＩＡ２０年

の歴史７５ページ）なども重要となるでしょう。 

 

 新しい時代には、コンピュータを組み込んだネットワーク（IoT)が到来し、応用ソフトを統合して、適切

に管理することが、電子標準化（ＡＰＩ（Application Program Interface)される。その上、「物」、「人」、

「組織」、「行政」由来のサービスが、意識せずにＡＰＩで、すべてをオープン連携できる世界（ＩｏＳ（Ｉ

nternet of Services））が到来すると云われています。文、芸、農、理融合をデザインするタスクチームが

できることでしょう。アジアにおける国際共生もチームをつくることになりましょう。 

当協会の次の３０周年記念に向けた、ブループリントは、その発展が洋々と開かれているのです。喜びを

分かち合おうではありませんか。 
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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 
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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 

◆３０年度の事業予定◆（一部） 
○外国人のための日本語教室（通年） 

○楽しく学ぼう外国語講座（４月・５月開講） 

○ファインフィールドフェスティバル（４月２２日） 

○フェスタｍｙ宇都宮 2018国際交流ひろば（５月２０日） 

○施設工場見学会（７月１０日） 

○姉妹都市との相互派遣（派遣３事業、受入１事業） 

○世界の絵本を楽しもう（１１月） 

○「日本文化ふれあいの会」（２月） 

○ボランティア通訳のための月例英語研修会（第３・４土曜日） 

○国際交流サロン（毎月第４土曜日）  

自分の国の文化・習慣・料理な

どを、小中学校や地区市民センタ

ーなどで紹介しませんか？ 

詳しくはＵＣＩＡまでお問い合

わせください。 

国際理解教室 

外国人講師募集 

 

mailto:ukokukyo@cocoa.ocn.ne.jp

