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オルレアン市からの高校生受入事業 
副実行委員長 杉本 恵子 

姉妹都市フランス・オルレアン市からサントクロワ・

サントヴェルト高校生２５名・引率者２名が来宇し、２

月３日～１４日までホームステイをしながら、学校訪問

や観光を楽しみました。 

予定より早く着いたバスから降りてきた高校生は、迎

えに来た家族と緊張の面持ちで写真撮影し、ホームステ

イ開始。 

 

初日、オリエンテーションの後は、来らっせで餃子ラ

ンチ、市内観光。 

 

翌日は、日産自動車栃木工場、ベルモール、宇都宮美

術館。海星女子学院には２日お世話になり、ちらし寿司

などの調理実習、茶道なども体験。制服を試着したり、

写真撮影を楽しむ姿も。 

 

金曜は大谷、防災館見学、宮ラジ出演。連休の後は、

日光観光、日光江戸村、お煎餅焼き体験。 

 

最終日、豊郷中学校では、給食を頂き、昼休みは校庭

で初ドッジボール。手作り団扇は個性が出てどれも素敵

！そして、市長表敬訪問、お別れ会。 

 

私たち実行委員も楽しく充実した１２日間でした。ま

た、初めて実行委員会に入ってくださった方も活躍、と

ても嬉しいことでした。 

フランスは多民族！多文化！肌の色もオリジナルの

国もいろいろ。宗教などで肉や魚を食べない方もいまし

たが、ホストファミリーの皆さんには其々工夫していた

だき、毎日の送迎と共に大変お世話になりました。 

Merci beaucoup! 

 

 

                        

 
海星女子学院のみなさんとお友達になりました 

 

みんなで記念写真 

 
忍者と記念撮影 

 
餃子を堪能 
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日本文化ふれあい教室～着物着付け体験～ 
参加者 陳 詩倩 

１０月２８日（日）、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。 

着物は日本の伝統的な衣服でありながら、今やひとつ

のファッションになっています。 

日本ほど、こういった伝統文化をちゃんと守り育てる

国はほかにないと思います。 

 

日本に来てすでに４年が経ちました。京都へ旅行に行

くたび、着物を着ている人を見かけます。それで自分の

着物姿をよく想像していました。 

今回は自分の着物初体験です。着る前は自分に似合う

かどうか結構緊張していましたが、着た時、その魅力に

惹かれました。 

 

私は今年で二十歳になります。今回の着物体験は早め

の成人式のような感じがします。 

２０２０年には、東京でオリンピックが行われます。

グローバル化が進む日本において、外国人である私たち

も、このような素晴らしい着物文化を他の訪日外国人に

お伝えしたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 
  

                         

 

神社の前で記念撮影 

 

みんなきれいですね 

 

 

 

初めての着物にドキドキ！ 

 

 

初めての着物に大満足！！ 
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日本料理教室 
参加者 黄（ファン）ダイ 

１１月１８日（日）に市総合福祉センターで開催され

た日本料理教室に、初めて参加しました。日本料理を作

るのは初めてでした。 

 作った料理は天丼でした。韓国では天ぷらとごはんを

一緒に食べません。それで、初めて天丼を見た時は、味

がどうかすごく知りたかったです。 

 

 私は友達を招待して、一緒に参加しました。天丼を食

べることも初めてだから、少し心配しました。でも、み

んなとてもやさしく、よく教えてくれました。一緒に作

った天丼は本当においしかったです。 

 最初は韓国料理と作り方も食べ方も違ってぎこちなか

ったけど、みんなで作って食べて、とても良い時間でし

た。そして、ブラジルからいらっしゃった方が、ブラジ

ルのケーキも作ってくださって、色々なことを体験する

ことができるいい機会でした。友達と、おもしろくて、

たのしい時間でした。 

  

オルレアン市への青少年派遣事業 

実行委員長 和久 文彦 

 現在 UCIA では、学生の派遣としては、アメリカ・タル

サ市に中学生１５名、ニュージーランド・オークランド

市に中学生２０名（３１年度からは１５名）、高校生１

０名を派遣して、さらにフランス・オルレアン市に青少

年１０名を宇都宮市からの委託事業として派遣しており

ます。 

宇都宮市内在住の中学生はアメリカとニュージーラン

ドに、高校生はニュージーランド、高校生から２９歳ま

での方にはフランス・オルレアン市にそれぞれ派遣の機

会が恵まれております。また今年度からオルレアン市へ

の派遣にも引率者が伴い、さらに研修の充実を図ってい

ただいております。 

 

 今年度は、２５名のオルレアンの高校生がこの２月３

日から１４日まで日本語担当の先生に引率されて３年ぶ

りに宇都宮市を訪れ、滞在はすべてホームステイで、市

内見学の後に、海星女子学院、豊郷中学の学校訪問に加

えて大谷資料館、日光東照宮、江戸村忍者館、防災会館、

宇都宮美術館、産業訪問では日産の上三川工場、おせん

べい工場等。 

ホームステイ各家庭での料理と会話を楽しみ、一緒に

買い物や小旅行も体験しましたが、一番の人気の訪問先

は、防災館でした。欧州では台風も地震もなく、石造り

で大火災もないフランス人には想像するだけでも珍しい

ものだったにちがいありません。 

 

関係者一同による市役所１４階で送別会を実施しまし

たが、今回の２５名の高校生が我々にフランスと日本の

歌の紹介の前に、胸に手をあてフランス国歌（ラ・マル

セイェーズ ）を歌う横顔は凛として今にも行軍出来そう

な姿でした。 

歴史も文化も異なるこの二つの町を次の時代を背負う

若人が相互に訪問してその存在を認識することが二つの

町の発展の基礎となると信じてまた次年度の派遣に臨み

たいと思います。 

                         

 

市長に派遣の成果を帰国報告 

 

初めての日本料理に挑戦！！ 
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恒例となった「ボジョレヌーヴォーを楽しむ会」 
 

実行委員 丸山 秀彦 

 今回で４回目となるボジョレヌーボーの解禁日、今年

は１１月１５日、初日に楽しもうと始まったこの楽しむ

会、リピーターの方が、大勢参加くださり、あっという

間に定員８０名が埋まってしまいそうな勢いでした。 

 

会場は駅東のアパホテルの１０階「TKP ガーデンシテ

ィ宇都宮」！ 

 ワインの新酒、今回も山仁酒店にご尽力いただき早く

から予約注文したお蔭で美味しいワインを準備するこ

とが出来ました。 

 

 アトラクションは、窓外の夜景を眺めながら、おなじ

み小高史子さんのシャンソン、それも我々世代が耳にな

じんだ名曲ばかりをリクエスト、料理もワインに合わせ

てスタートしたフランス風オードブルからと、参加者の

皆さんには、大いに楽しんでいただけたのではないか、

と実行委員一同自負しているところです。 

 

 ワインをいただくには、その味わい方や作法にうるさ

い方がいらっしゃいます。今回は風味の異なる４種類の

新酒を順に味わっていただきました。 

注ぎ方は経費の関係で実行委員がにわか仕込みなが

ら給仕いたしました。 

 

 日本酒やビールと違って、そそぐときグラスを手に持

たないとか、乾杯もグラスを挙げるだけとか、自分で勝

手に手酌をしないとか、いろいろ皆さんにも、ご協力い

ただきました。 

１１月１５日の解禁日には、市内でも沢山の楽しむイ

ベントが開かれています。 

 

私達実行委員会としては、これからオリンピックを控

えて多くの外国人の皆さんをお迎えしても、何処よりも

楽しく多文化共生、世界に共通のワイン文化を気軽に楽

しんでいただきたいと、次回も計画しているところで

す。 

ぜひ是非、今年もご予定しておいてください。期日は

１１月１４日（木）です。 

 
クラススタッフ 藤本 由利子 

  

                        

 
乾～杯～！！ 

 
夜景を背景に優雅なひととき 

 
素敵なシャンソン 
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ワクワクする台湾 
受講者 清木 利香 

「ワクワクする台湾」講座は、１月から３月の土曜日

の午後、月２回の全６回で開講されました。 

 

「你好！」の明るい挨拶と共にスタートし、先生が私

たちひとりひとりの名前を、台湾中国語読みで作ってく

ださった名札を基に、日本語と台湾中国語で出欠をとり

ます。 

 

その後、各回のテーマに沿って、台湾の観光名所や歴

史的建造物、美食文化、台湾人の人柄や人生観、旧暦や

行事などを、パワーポイントを使って資料や写真をふん

だんに用いながら説明されます。その内容は、毎回大変

充実していて分かりやすかったです。 

 

時には大きくうなずいたり、また一方で台湾独自の文

化に驚いたりして、まるで台湾へ旅したような楽しい時

間を過ごすことができました。 

近いけれど、どこか遠い存在であった「台湾」という

国が、さらに身近に感じられるようになりました。 

 

今まで全く学んだ事のない言語にふれてみたいとい

うのが受講のきっかけでしたが、私の世界が新しく、そ

して大きく広がったのは間違いありません。 

皆さんにも「台湾」の「ワクワク」をぜひ感じていた

だきたいです。 

 

 

 

 

  

 

 

                         

 

写真を用いて「台湾」を紹介 

 

知れば知るほどワクワク 

 

 
毎回テーマにそって楽しく授業 

 

 

会話練習の風景 
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世界の料理を楽しむ会～台湾料理編～ 

実行委員長 江連 征子 

その国の家庭料理を学びながら文化的交流の親睦をは

かるという目的で開催している「世界の料理を楽しむ会」

は、今回は１月１９日（土）に市総合福祉センターにて参

加者２４名のもと台湾料理を行いました。 

講師には UCIA 国際理解ボランティアで活躍されている

台湾出身の伊澤愛さんと菅原美保さん。 

メニューは台湾牛すね肉うどん・杏仁豆腐・高菜の炒め

物と季節の野菜の炒め物。 

材料はほとんど日本人が毎日食している物なのですが、

香辛料によってこんなにも食味が違ってくることに驚き

ました。出来上がった味は参加者全員が「おいしい！」と

言って満足気でした。 

食後のお茶は土の中に３０年埋めて保存していた貴重

な逸品。見事な深い香りのお茶には驚きました。その他、

愛さんの伝統舞踊や歌の披露があったりして、とても和や

かな一時を過ごしました。 

今度は栃木の伝統食「しもつかれ」を一緒に作りましょ

うと言ってお別れしました。 

台湾の PR誌に載っていた一言で締めくくります。 

「思い立ったが台湾吉日！！」 

 

 

 

 

外国人のための総合相談 

スペイン語担当 相談員 今野 弘子 
 

 シリーズでお伝えしている外国人のための総合相談の

コーナー。今回はスペイン語担当の今野弘子さんにお話を

伺いました。 

 

Q1：いつから相談員ですか？ 

 UCIA での通訳相談員は、平成２１年度（2009 年）から

従事しています。 

 

Q2：どのような相談が多いですか？ 

 行政関係等の書類について、生活保護や雇用保険、税金

の制度のルールが細かすぎて分かりにくい（日本人でもわ

かりずらい）など。 

また、学校から配布される通知文としては、入学につい

てや学校行事の案内、役員のことなどが分かりにくい。特

に学年が上がる時期の手続き等の通知が複雑で分かりに

くいという相談が多いです。 

Q3：相談の中で大変だったことや良かったことは？ 

 相談者が積極的に日本のルールや学校の仕組みなど

を理解しようとしている姿を見るとうれしいです。 

                        

 

おいしく出来上がりました！ 

 

相談員 今野弘子さん 

 

台湾の踊りも教わりました 
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2019 年 3 月 20 日 第 64 号 

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 

 

 

 
 

 

 

 

                        

 

 
 

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 

◆３１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（前期講座４月開講） 

○オルレアン市への市民訪問団（５月６日～１４日・９日間） 

○フェスタｍｙ宇都宮 2019国際交流ひろば（５月１９日） 

○施設工場見学会（７月） 

○姉妹都市との交流事業（派遣４事業、受入１事業） 

○世界の絵本を楽しもう（９月ごろ） 

○ハイキング＆バーベキューの集い（９月ごろ） 

○着物着付け体験（１０月ごろ） 

○「日本文化ふれあいの会」（２月） 

国際交流サロン 

毎月第４土曜日 16：00～18：00 

いろいろな国の人が楽しく交流するイベントです。 

◎参加費無料 ◎予約不要 

 

詳しくはＵＣＩＡまでお問い合わせください。 

mailto:ukokukyo@cocoa.ocn.ne.jp

