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実行委員長（団長） 丸山 秀彦 
 ２０１９年５月６日から１４日までの９日間、姉妹都

市交流委員会の自主事業として、会員を中心に公募した

宇都宮市民訪問団団員２２名（ 団長 丸山秀彦 ）が、

まず、オルレアン市を訪問し、オルレアン市の迎賓館グ

ロロー邸にて行われたオルレアン・オリビエ・カレ市長

と宇都宮・佐藤栄一市長が、再調印書にサインをし、新

しいこれからの１０年を引き続き、姉妹都市としての交

流活動を継続し、さらに充実した交流事業を展開してい

くことを確認した３０周年記念再調印式に参列し、短い

時間でしたが、同席されたオルレアン市の１３の姉妹都

市の首長さん方から祝福を受け交流を深めることがで

き、団員一同、有意義な体験をしてまいりました。 

 

 調印式の会場では、佐藤市長のあいさつの中でも、オ

ルレアンとの交流の中核を担う市民訪問団の活動を大

きく評価していただき、着物姿で花を添えた団員の皆さ

んも大いに感激した場面もありました。 

 ジャンヌ・ダルク祭前夜祭では、大聖堂にプロジェク

ションマッピングで、ジャンヌの生涯を投影した赤や黄

色の色彩豊かな映像に歓声を上げ、多くの市民の皆さん

と深夜まで、楽しいひと時を過ごしました。 

 

 翌日は、パレード。まず第２次世界大戦の戦勝記念日

に合わせた軍事パレードに続いて、姉妹都市各市の民族

衣装に着飾った仮装パレード、そして最後に、オルレア

ン市長や国会議員などの来賓の皆さんに続いてオルレ

アン市の１３の姉妹都市の首長さん達と共に佐藤市長

もパレードに参加、続いて呼び出された我々の宇都宮市

民訪問団、「ボンジュール・オルレアンの皆さん！」と

書いた横断幕を掲げて、揃いの赤い法被姿でパレード！ 

待ちかねたように沿道の皆さんから盛大な拍手が、我々

を元気づけてくれました。 

 沿道の皆さんに、おみやげの「鯉のぼりセット」を配

ると、我も我もと、凄い人気でした。 

 

 パレード終了後、市内のレストランで、オルレアン市

の皆さんとの懇親パーティー、これまで宇都宮に来たこ

とのある剣道クラブの皆さん、オルレアン日仏協会の皆

さん、そしてサントクロア・サントヴェルト高校生の皆

さん達等、もちろん会費制ですが、団員の倍の４０数名

の方に参加していただきましたが、お互いに片言のフラ

ンス語や英語、日本語で会話が弾み、私は、民間交流の

輪が前回に比べて、さらにオルレアン市でも広がってき

ていると感じて、とてもうれしい、感激の懇親パーティ

ーを持つことが出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅の後半は、北イタリア、最初はミラノ・フィレンツ

ェ、そして、しばらく交流が途絶えている文化友好都市

ピエトラサンタ市を、副団長の和久さんを先頭に１２名

の団員の皆さんが、新しい市長アルベルト・ステファ

ノ・ジョヴァネティ市長を表敬訪問し、これからの交流

の在り方などを話し合うなど有意義な１日を持つと共

に、最後はローマ、そしてパリの世界遺産を巡りエッフ

ェル塔やルーブル美術館で名画を鑑賞し盛り沢山の旅

が終わりました。 

 姉妹都市交流委員会として自主事業で企画した、姉妹

都市交流の友好親善の旅は参加された団員の皆さんと

実行委員の熱意とご協力により、充分にその役割を達成

できたと自負しているところです。 

 

                        

 
ジャンヌ・ダルク像の前で記念撮影 

 
ピエトラサンタ市長と記念撮影 

 

懇親パーティーで友好を深めました 
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いちご狩り＆防災館見学を楽しむ会 

 ～留学生といちご狩りに関わって２０年～ 

実行委員長 江連 征子 
 いちごのあの優しくて、淡い甘さに魅せられて又、留

学生の可愛らしくて、純な気持ちに会いたくて２０年間

継続して参りました。 

 

宇都宮大学工学部の留学生１０名程度から始まりま

した。のんびり緑の風を感じながら、ピクニック気分で

楽しみました。真っ赤ないちごを頬ばって味わうダイナ

ミックさ。It sounds delicious! 

 

その後、序々に参加者が増え、今年の６月２日には約

１３０名が参加されました。参加者は、宇都宮大学、帝

京大学、独協医科大学、日本語学校などの留学生、会員、

一般市民、子供達、地元のボランティアの方達です。 

２０１１年３月１１日の悪夢のような大惨事、その翌

年から栃木県防災館での自然災害のための体験学習も

行っています。 

 

 

羽黒山の麓の田園地帯に多くの留学生が来られ、わい

わい、がやがや、笑い声、いろいろな言葉が飛び交って、

風、鳥、草が一緒に歌となって響いているような気がし

ました。夢を見ているようでした。ありがとうございま

した。 

 

≪参加者からの感想≫ 

帝京大学宇都宮キャンパス 

バラリー タン シャーチン（マレーシア） 

イチゴの魅力にひかれて参加したが、本当に楽しかっ

た。まず、地震、火災、大雨と大風の模擬体験ができる

栃木県防災館に行った。 

マレーシアは災害が少ない国で、こうしたことを経験

する機会がない。震度７までの地震を体験し、時には人

の命も簡単に奪ってしまう地震の怖さを認識すると同

時に、自分が災害の少ないマレーシアのような国で生ま

れて恵まれているとも思った。 

イチゴ狩りも初めてで、始まる前からとてもワクワク

していた。スーパーで買うようなものではなく、一つ一

つ自分が選んだものだ。イチゴをとるとき、腰を下ろさ

なければならないので、長時間

そのようなことをする農家の方

の苦労を知り、とったイチゴも

大切にした。 

最後に、参加者の皆さんと一

緒に歌ったり、話したりしてと

ても嬉しかった。天気にも恵ま

れ、今回のイベントに参加でき

たことに感謝している。 

 

 

 

 

 

 
上河内のボランティアの皆さんと交流 

 
全員で一期（いちご）一会の記念撮影 
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春休み集中ふれあい日本語教室 
実行委員 山口 由美子 

今年の春休みも１０日間の日本語教室を開催しまし

た。日本で暮らしている、これから暮らすことになる母

語が日本語以外の小中学生十数名が参加しまいた。 

「蓋を開けてみないとわからない」事前に参加申し込

みの案内を学校を通して渡してもらうのですが、事前に

参加申し込みがあるのは４、５人です。 

 

今年もほとんどが当日参加でした。どの学年のどんな

子どもたちが来ても対応できるように心がけています

が、毎年学年に偏りがあるのといろいろなタイプの子が

いるので初日は大わらわです。こともたちも緊張してい

ますが、私たちもです。でもスマイル、スマイル。 

 

 小学校入学前に日本語に慣れておきたい子、本が読め

るようになりたい子、上手に話せるようになりたい子、

高校受験を考えている子、希望は様々です。 

 最終日に、できるようになった事を発表し、プレゼン

トを受け取る子どもたち誇らしげな嬉しそうな顔を見る

と、私たちは私たちがしたことの何倍もの喜びを彼らか

らもらっている事に気がつきます。 

 

もっと効果的な方法はないか？良い教材はないか？誰 

がしてもよいやり方はないのか？いつも同じ反省をしな

がらも改善を重ねています。 

 １０日は子どもたちにとって長くて大切な時間です。

参加してくれる子どもたちのために私たちも勉強しなけ

ればいけないと思います。 

 

タルサ市への中学生派遣事業 

実行委員長 櫻井 美惠子 

派遣生一人一人が自分の能力、体力を全開にして積極

的な活動を行った結果、タルサ市より引率者を含む１８

名全員に「名誉市民賞」が贈られました。 

 

宇都宮とタルサとの２０年に渡る公式の姉妹都市交流

を通じ、この様な晴れがましい贈り物をいただいたこと

は、ご本人達はもとよりこの事業を推進してまいりまし

た私共関係者にとりましても大変喜ばしい事でした。 

タルサ市民の温かく心のこもった接遇と素晴らしく豊

かな体験で、心身ともに輝きを増した派遣生達は、３月 

２９日午後成田空港に到着し、夕刻 宇都宮市庁舎前で

待ちわびていたご両親のもとに無事帰ってまいりまし

た。 

帰国数日後、市庁舎で佐藤栄一市長を迎えての報告会

では、生徒代表が今回の派遣を通して英語力の向上に努

力するに留まらず、何事にも挑戦する大切さとそのパワ

ーが自身の向上に繫がる、と言う実感を報告しました。 

  

そして、市長からは、この体験を自身の財産となるよ

うに役立てて行動する事を期待されました。 

最後にアメリカに送り出して頂いた家族への感謝を忘

れないように、とのメッセージもありました。 

 

真剣な眼差しの生徒 

 

タルサ市の市旗です 

 
タルサ市からの「名誉市民賞」を持って記念撮影 
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地球のステージ２ 
実行委員 半田 昌弘、斎藤 朋子 

２０１９年３月２３日（土）、とちぎ福祉プラザ多目

的ホールにて、神奈川県海老名市で心療内科医をしてい

る桑山紀彦先生による「地球のステージ２〜国境を越え

て〜」の公演をおこないました。当日は、寒波がきて真

冬並みの寒さで、来客が心配されましたが、飛び込みを

含めて８０名の観覧客がいらっしゃいました。「地球の

ステージ」は、今回で５回目の公演になりますが、毎回

とも最近の歴訪や活動報告を頂きますので、新鮮な気持

ちで参加できました。 

 今回の内容は、まず世界各大陸の最高峰や素晴らしい

風景を映し出すことから始まり、ゆるやかな音楽と共に

世界への旅へ誘ってくれました。３０年経ったキリマン

ジャロの雪が少なくなっている様子も映し出され、少し

ずつ地球も人も変動していることを、気づかせてくれま

した。 

最初の訪問地は、南スーダンからの難民が流れ込んで

いるウガンダの難民キャンプ。産まれた土地で肉親を奪

われ、たった一人で命からがら逃げてきた少女のお話で

す。ウガンダ政府は、難民に農地を与えて教育を施し食

料の自給を進めているとのこと、心の傷は深いけれど、

ケアを受けながらたくましく生きている姿に、若者の持

つ力強さを感じました。 

続いては、紛争が続き、空爆の跡がそのままのパレス

チナです。ファラッハという女の子は２歳の時に爆撃で

お母さんを一瞬にして失っていました。彼女の記憶は人

づたえのことばかり。そんなお母さんへの想いを温かい

ものに変えるため、みんなで映画をつくりました。映画

「ふしぎな石～ガザの空」の誕生です。子供達や街の

方々を出演者にしてのクランクイン。街を歩き不思議な

5 つの石を探し出して、最後に天国のお母さんからのメ

ッセージが流れました。 

世界の旅、最後はミャンマーです。ミャッセ・ミャー

村という農業を中心に暮らす小さな村に生まれたイェ

イェさん。村の女性では唯一の大学進学者ですが、彼女

にあきらめずに教育を続けさせた母親へのインタビュ

ー。 

そして、彼女は村の子供達に自分に続いて欲しいとい

う願いを語っていました。桑山先生は日本で里親を募集

し、みんなで村を訪ねた様子も映し出していました。 

続いて、日本に戻って名取市閖上（ゆりあげ）です。

東日本大震災で多くの方を失った方々の心のケアと、そ

の活動を報告されていました。子供達が出演する映画、

ワークショップ、遺族会との連携、震災を伝えていくこ

と、いろいろな話の中で、人々の優しさを感じる内容で

した。 

最後にうれしいことに、桑山先生の生い立ちのストー

リが流れました。飛騨高山で生まれ育ち、内向的な性格

が、自転車旅行により、多くの優しさに触れ、今の支援

活動につながっていくというお話ですが、若者へそして

我々へ「微力で自信がなくても、人とつながることによ

り、自分自身が強くなれるんだよ」というメッセージを

伝えていました。 

 最後の質疑応答では、これから海外で活躍していきた

いという若者からの発言もあり、充実した公演となりま

した。桑山先生ありがとうございました。 

 

◇質疑応答の場面では、ご来場の皆様の関心の高さが伺

えます。いくつかご紹介いたしましょう。 

 

Q 私も将来国際ボランティア活動に参加したいのです

が、何ができるでしょうか？何か専門的なことを身に

つけたほうが良いのでしょうか？ 

 

A 何か専門が必要とは限りません。専門を持っていれば

それにとらわれてしまいがちです。逆に何もできない

かもしれないが、現地の人のニーズと現状を把握して

寄り添うことが必要です。  

 

Q 活動のきっかけは？ 

 

A コンプレックスを持って、放浪の旅をするしかなかっ

た私が、様々な人に助けられ、その支えてくださった

人達に、恩返しをしたいと思ったからです。 

桑山先生ご自身が「対人恐怖症」でいらしたことは、

とても意外でした。しかし裏を返せば、それだけ人の

心を敏感に感じ、相手の気持ちや優しさをくみ取れる

のだと思いました。そして旅をすることが、ご自身の

心を開いてくれたそうです。 

私もまずは身近な人から、心を開いて、共感しあって

いきたいと思います。それが私なりの国際交流の第一

歩になれたらと思っています。 

 

≪ 地球のステージ https://e-stageone.org/ ≫ 

                        

 

「ふしぎな石～ガザの空」の一場面（地球のステージ提供） 

https://e-stageone.org/


Utsunomiya City International Association 

 

6 

 

日本文化ふれあいの会 
実行委員長 斉藤 恭輔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「NPO 法人宇都宮市国際交流協会」が設立されて２２

年目を迎えた２月１７日の日曜日、市役所１４階の大会

議室をお借りして、今年も協会最大のイベントである

「日本文化ふれあいの会」を開催しました。 

 

  

私がこの会に参加してから５年、実行委員長として３年

目を迎えました。 

 市内及び近郊に住んでいる外国人や日本人が毎年２

００名以上来場します。 

 

入場者が直接参加できるお茶、生け花等の「ブースの

展示・体験」、さらに和太鼓、沖縄エイサー等の「ステ

ージアトラクション」と盛りだくさんの内容で賑わいを

見せています。 

 

 実は今回、開催にあたり、一つ心配事がありました。

それは入場者数です。昨年は一昨年より若干、入場者数

が減ってしまいましたので、今年はどうだろうかと不安

でした。 

しかし、来場者は逆に増えて、例年以上の盛況ぶりで

した。 

 

 毎年大人気の外国人による着物ショーでは、美しい柄

の振袖を一度着てみたいという外国の方が多数訪れ、抽

選を行うのにスタッフが苦慮するほどでした。 

 来年も今年同様に開催できるように実行委員、スタッ

フ、事務局の一同頑張るつもりです。 

江戸を楽しもう！バスツアー 
参加者 新開 智彦 

２０１９年３月１０日（日）、ゆらりゆらりと早朝か

ら揺られて向かった先は日光江戸村、そして鬼怒川温

泉。 

日光市内や奥日光に行く機会はあれど、他の場所まで

足を伸ばす機会はなかったので個人的にも絶好の機会。  

中国、ベトナム、ネパール、インドネシアを始め、ア

ジア諸国から集まった参加者の８割を占めた外国人も

初めて訪れた様子でした。 

 

日光江戸村は正にザ・テーマパーク。園内は子供連れ

が多いのも頷けます。忍者の演劇を鑑賞したり、弓矢を

体験している内に昼食を取る暇もない程あっという間

に時間が過ぎ、昼過ぎにバスに乗り込んで次の目的地、

鬼怒川温泉へ移動。 

 

一昔前に栄えた風情漂う温泉街をぐるっと一周し、豆

腐やかりんとう饅頭、アイスクリームを頬張りつつ、ガ

イドの方の話を聞き、景色を愉しみました。 

慣れない足湯に気持ち良さを覚えた人もいれば、やり

たがらない人もいたり。 

当日の天気は雨予報にも関わらず、幸いにも雨に降ら

れずバスツアーを楽しく終えられました。 

 

 

 
日光江戸村で記念撮影 

 

抹茶の作法に挑戦 
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「突破の英語」で楽しく学ぶ 

受講者 東 正己 

「突破の英語」は週一回木曜の夕刻、勤め帰りの参加出

来る時間帯に１．５H 位冗談を交えながら楽しく参加でき

ます。講師の小林先生は、教壇の経験豊富で海外での旅

行・生活も経験し、現在は宇都宮 SGGクラブの英語通訳ボ

ランティアとしても活躍されています。 

今期の受講生は１２～１５名程度ですが、可愛い高校生

から working woman, lady、昭和の香りの男性陣と多様な

メンバーです。勿論理解力の差は有りますが、分からない

とき「積極的に尋ねる」の気持ちが有ればすべては OK で

す。 

講義内容は多少の?脱線を交えながら、例題の英文法の

解説、歳時記や日光についての英会話的な表現方法、日常

や海外での話（これが面白いです、特に失敗経験)を展開

して進んでいきます。 

時々小林先生からドキッとするような質問(勿論英語

で)を受けますが、それも各自の出来る範囲で応えるのも 

面白いです。「突破の英語」表現は硬いですが主語(目的)

は皆さん違います。 

学力アップ、英検準備、日常性からの脱出の一歩、色々

有ります。何でも OK です、少しの冒険心と遊び心が有れ

ば。先ずはリラックスして、ドアを開けてから始まります。 

令和元年度通常総会 

事務局長 石岡 和男 

去る６月１６日（日）午後１時から、うつのみや表参道

スクエア５階の会議室において、令和元年度の通常総会が

盛大に開催されました。 

総会には、会員や役員４６名の参加に加え、来賓として

宇都宮市長代理の笹原幸恵市民まちづくり部長及び川俣

浩二国際交流プラザ所長にご臨席をいただきました。 

総会に提出された議案は、 

① 議案第１号 平成３０年度事業報告及び決算報告に

ついて 

② 議案第２号 令和元年度事業計画（案）及び予算（案）

について 

③ 議案第３号 役員の選任（案）について 

の３議案が提出されました。これらの議案は、議長を担っ

ていただいた山岸美智明さんの円滑な議事の進行や事業

委員会からの詳細な説明により、満場一致で原案どおり承

認又は可決されました。 

総会に引き続き、前年度と同様に、外国人スピーチ発表

会を実施し、アメリカ出身のメイソンさんとブラジル出身

の青木キヨミさんのお二人にすばらしいスピーチを発表

していただき、お二人の日ごろの勉強の成果に会場は拍手

で盛り上がりました。 

総会終了後には、「宮カフェ」に会場を移し、交流会を

開催いたしましたが、４４名のご参加をいただき、普段あ

まり交流する機会が少ない会員同士がにぎやかに交流す

る場となり、時間が過ぎるのも忘れる有意義な交流会とな

りました。 

 

新しい年度である令和元年度も理事一同そして事務局

も協会の円滑な運営と更なる発展に向け、一丸となって努

力してまいりますので会員の皆様におかれましては、より

一層のご支援ご協力をお願いいたします。 

 

                        

 
和気あいあいと楽しく授業しています 

 

交流会で親睦を深めました 
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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。 

 

 

 
〒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 

◆令和元年度の事業予定◆（一部） 
○外国人のための日本語教室（通年） 

〇〈移動する家族〉映画上映会＆座談会（７月２８日） 

○楽しく学ぼう外国語講座（後期講座１０月開講） 

○姉妹都市との交流事業（派遣４事業、受入１事業） 

○ハイキング＆バーベキューの集い（１０月６日） 

○着物着付け体験（１０月下旬） 

○世界の絵本を楽しもう（１１月１７日） 

〇ボジョレヌーヴォーを楽しむ会（１１月２１日） 

○日本文化ふれあいの会（２月１６日） 

〇バスツアー（３月ごろ） 

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

