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私達は5月31日に防災館といちご狩りに大学のバスで

行きました。バスの中で歌を歌ったり、おしゃべりした

りしました。40 分くらいで防災館に着きました。 

防災の映画は大変興味深く、この映画から情報の重要

性を知る事が出来ました。その後、台風や地震や煙迷路

の探検をして面白かったです。本当の災害が起きた時に

身を守るためにも、今回の体験はとても役に立つと思い

ます。 

 防災館の後に、いちご狩りに行きました。景色がきれ

いでした。私達はたくさんいちごをとって食べました。

いちごは甘くておいしかったです。そして、大きいいち

ごを探して、ひとつずつ箱の中に、入れました。みんな

でいちごを持って写真を撮りました。いちご狩りは初め

ての学生もいましたが、みないちご狩りがとても好きに

なりました。 

 いちご狩りが終わると、だんだんお腹がすいてきまし

た。帰る前にバスの中でおにぎりをもらいました。わか

めとゴマが入っていて、とてもおいしかったです。その

日は暑かったので家に帰ったらとても疲れていました

が、いちごを洗って冷蔵庫の中に入れ、後日、いちごで

ジャムやミルクシェーキやジュースを作りました。とて

もおいしかったです。防災館見学といちご狩りは本当に

楽しかったです。すばらしいイベントでした。宇都宮市

国際交流協会の皆様、関係者の皆様、本当にありがとう

ございました。 

（宇都宮大学留学生 ダビッド、カウスタフ、ヘリー、

プロディプト、ちょう、ドロティ） 

5 月 31日、友達と一緒に防災館を見学し、地震や台

風などの災害を体験した。その後、イチゴ狩りへ行っ

た。イチゴ狩りの場所に着いてから、箱をもらって 1

つのビニールハウスを選んで中に入った。中は非常に

きれいで、よく見ると、イチゴの葉は小さいカボチャ

の葉に似ていた。葉をかきわけると、いくつものおい

しそうな赤いイチゴが出てきた。未熟なのも少しあっ

たが、その中でも最も注目したのは大きなイチゴだっ

た。1 つを摘んで食べて、とてもおいしいと感じた。

そこで箱を持ってイチゴを摘み始めた。そしてたくさ

ん摘んだ。ビニールハウスのイチゴは、普段買ったも

のより新鮮だから良いと思った。イチゴ狩りで少し疲

れたが、面白かった。今回のイベントは留学生にとっ

て非常に良いと思う。さまざまな災害に対応する方法

を学んだだけでなく、新鮮なイチゴも食べた。また、

地域の人たちやさまざまな国の人たちと交流をするこ

ともできた。もし機会があるならば、またこの様な活

動に参加したい。     （帝京大学留学生 林欣） 

～留学生とのいちご狩り、15 年間を振り返って～ 

 今考えてみると、よくこんなに長く続いたものだと感

心しています。宇都宮大学工学部からの要請があり、研

究室の留学生に 1日でも良いから地域との交流を。当時

の秋山教授、勝野准教授お二人の懸け橋により、工夫し

ながら参加者全員の交流を一番に考えてのいちご狩り

を催しました。いちご狩りの後は、農家の庭先で歌、踊

り、おにぎりの軽食でワイワイ・ガヤガヤ大はしゃぎ！

今年も 130名の大交流会を終了できました。会員、友人、

地域の皆様、そして何といっても苺農家の所様、黒子様、

本当にありがとうございました。感謝でいっぱいです。                           

（江連 征子） 

お知らせ 
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平成２７年度通常総会＆ライアーコンサート 

平成 27年 6 月 21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、会員及び役員 13

名に加え、来賓として市長代理の齋藤和子市民まちづく

り部長及び齋藤昭夫国際交流プラザ所長にご出席いた

だいて、平成 27年度の通常総会が開催されました。 

 議案は、 

①議案第 1 号 平成 26 年度事業報告及び決算報告につ

いて 

②議案第 2号 平成 27年度事業計画（案）及び予算（案）

について 

③議案第 3号 役員の選任について 

の 3議案です。 

 

 全議案とも満場一致で原案とおり了承されましたが、

会員から協会の更なる発展を期待する貴重なご意見等

もありましたので、今後、理事会等で検討し、実現に向

け努力することで了解を得たところであります。 

 ③の議案第 3 号では、協会設立時からご尽力いただい

た須賀英之副理事長・印波ナカ副理事長、そして、中川

哲夫理事・齋藤和子専務理事・卯栁玄重監事の 5 名が辞

任されましたことから、新役員が選出されました。 

 

 新役員には、双樹典子氏（日本文化委員会副委員長）、

中坪良子氏（日本文化委員会）、伏島順一氏（外国語

委員会）、櫻井美惠子氏（姉妹都市交流委員会副委員

長）、岡廣生（UCIA事務局長）の 5名が理事に、また、

田野實和夫氏（宇都宮市自治会連合会会計）が監事に

それぞれ選出されました。 

 27 年度も役員一同、協会の円滑な運営と更なる発展

に向け、努力してまいりますので、会員の皆様におか

れましても、ご支援・ご協力をお願いいたします。 

 

 

なお、総会終了後（午後 3 時から）、小倉さちこ氏

を迎え、ライアーコンサートを開催しました。 

 ライアーとは、ドイツの哲学者シュタイナーの理念

のもとにその弟子たちにより考案された楽器で、竪琴

に似た現代楽器です。 

 やさしく穏やかな音色が特徴で、耳を澄まして真剣

に聴き入っておりました。 

 

演奏曲目は、結婚式で必ず

と言っていいほど耳にするア

メイジング・グレイス、千と

千尋の神隠しなど、とても親

しみやすい曲を選んで演奏し

てもらったせいか、「もっと

聴きたかった」「残響が長く

低音の音色でとても良かっ

た」などの感想が聞けて、ほ

っとした反面、参加者は充実

した時間を過ごせたのではと

思います。 

 

国際交流活動報告パネル展 
 

平成 27年 6月 14 日（日）から 6 月 21日（日）まで、うつのみや表参

道スクエア 5階において、国際交流活動報告パネル展を開催しました。 

昨年から新たに組織された 9 つの事業委員会の活動紹介やＵＣＩＡ登

録団体である「富士流民舞一千代会」、「ふるさと栃木民謡民舞連合会」、

「交流会仲間」、「法輪大法学会」、「宇都宮ＳＧＧクラブ」、「ＦＪ

Ｃ日本語友の会」の皆様にも出展していただきました。 

 

各団体とも、写真を切り貼りしたり、カラフルにコメントを書いたりと工夫

を凝らした展示となっており、きっと 1 枚のパネルには収まりきれないボリュ

ームの活動をされているのだろうなぁと感じられるパネル展でした。 

期間中は多くの方が展示作品の前で足を止めて、熱心に鑑賞されていまし

た。 
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タルサ市への中学生派遣事業 
櫻井 美恵子 

宇都宮市が平成 4年にアメリカ・オクラホマ州タルサ

市と姉妹都市を提携し、交流事業の一環として平成 7年

3 月から引率者と共に中学 2 年生を派遣生として送り出

し、今年で 17 回目を迎えました。短期間の滞在にもか

かわらず、多感な年齢に相応しく素晴らしい吸収力でア

メリカ!タルサ!を感じてきました。 

保護者同席の事前説明会の後、5 回の研修会で、ネイ

ティブスピーカーの専門家による実践的英会話、豊かな 

 

＜タルサ市内見学にて＞ 

経験と技能を持った引率者と実行委員によるタルサ市

の概要、ホームステイの実情と心得、折り紙などの日本

文化の習得を通し、回を重ねるごとに派遣生は自信を深

め、お互いのコミュニケーションもスムーズになりまし

た。 

現地の学校での学生との交流やホームステイを通し、

自分自身のアイデンティティを明確にし、宇都宮そして

日本を再認識したようです。 

帰国後、宇都宮市役所を訪問した際は、中学 2年生と

は思えないほど充実した迫力のある帰国報告を行い、出

席者一同胸を熱くいたしました。若い人々がこの経験を

礎とし、広い世界観で国際的な活 

躍の第一歩を踏み出していただき 

たいと思います。 

勇気をもってお子様を送り出さ 

れた保護者、この事業をご支援い 

ただいた多くの皆さまに感謝し、 

姉妹都市交流が今後も活発に行わ 

れることを願っております。 

 

オークランド市への中学生派遣事業 
コハツ ホセ 

 桜が咲き始めるころの 3月 25 日に、10 名の中学 2年

生と引率者 2名がニュージーランドのオークランド市へ

と旅立っていきました。彼らは、「平成 26 年度オーク

ランド市への中学生派遣事業」の派遣生で、31 日までの

7 日間マヌレワ高校を訪問し、貴重な経験をして宇都宮

市へ帰国しました。 

 この事業では、派遣生に対して 5 回の事前研修で、英

会話、宇都宮市やオークランド市の概要、日本文化など

の勉強会を実施して、彼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実行委員や英会話講師の先

生が協力してくださいました。研修会の回数を重ねるご

とに彼らの表情がよくなり、仲を深めていく姿を見ると

大変嬉しく思えました。 

 帰国後、報告書作成の場を設け、彼らの逞しくなった

姿を見ることができました。オークランド市でのホーム

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を作成していました。

彼らの話を聞いていると、異文化体験できたこと、ニュ

ージーランドの自然に触れることができたことがとて

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。 

 彼らはまだ中学生ですが、保護者 

の陰ながらの支援もあり今回の派遣 

事業で非常に貴重な経験をしたと感 

じております。この経験を大切にし 

て、彼らには今後も世界へ羽ばたく 

人材へと成長していただければと強 

く思います。 

 

＜オークランド・タウンホールにて＞ 
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オークランド市からの高校生受け入れ事業 
  櫻井 美恵子 

 ニュージーランドのマヌカウ市がオークランド市と合

併し、150 万都市となってから初めての訪問団を 6 月 4

日から 3 日間宇都宮に迎えました。マヌレワ高校の

Gargiulo 校長、引率教職員 3 名、生徒 27 名は全員ホー

ムステイをして、宇都宮市民と交流しました。 

 マヌレワ高校側から日本の学校給食についての見学・

体験の要請を受け、清原東小学校を訪問し、宇都宮市教

育委員会学校教育課中村係長より、給食の歴史・食育・

衛生等の詳しいお話があり、学校給食の真摯な取り組み

を受け止めていただきました。いよいよ給食体験。切干

大根の煮物も好評で、おかわりもでてお鍋はからっぽで

した。食後は体育館で縄跳び、ドッジボールを楽しみ、6 

 

 

年生の「宮っこよさこい」の踊りには大感激で、小曽戸

校長のリードで大変なごやかなひと時を過ごしました。 

 市役所では佐藤市長を表敬訪問し、姉妹都市交流を通

じ青少年の健全な育成と平和への願いをお互いに誓いま

した。 

 

ファインフィールドフェスティバル 2015 に参加して 
若井 郁子 

天気に恵まれた 2日間（4月 25 日～26 日）のフェスティバルだった。会

場内は、各種の参加団体、協力企業も多く、回を重ねるごとに市民の祭り

への関心の高まりを感じさせられる会でした。 

私たちのブースでは、茶道、繭細工、ちぎり絵、折り紙の体験コーナー

を設けました。各コーナーへの参加者は老若男女、家族連れ、親子などで

非常に多くの人々で賑わいました。その中でも父と子の体験者の姿が多く

見られたのが印象に残りました。 

繭細工では、可愛らしい人形を作り、折り紙では時節柄、兜ボックスと

カーネーション作りを行いました。兜ボックスには繭細工の作品を納め、

色とりどりのカーネーションは母の日のプレゼントにと心を込めて折り上

げて、皆さん大切そうに持ち帰っていました。ちぎり絵では、和紙をちぎ

り、台紙にトマトや風船などを形作り、一幅の絵画のような仕上がりに皆

さん大満足でした。どのコーナーの参加者も作品作りへの達成感に笑みを

浮かべ、私たちのつたない指導に感謝の言葉をかけてくれました。 

私たちも参加者と共にこの機会を得たことに喜びを味わうことができました。茶席では外国の人も交えた会員の

方々のおもてなしの一服のお茶にひと時の安らぎを得ることができました。   

このフェスティバルが地域に溶け込んで、主催者側と参加者の思いが一体となり盛り上がり、素晴らしいファイ

ンフィールドフェスティバルになったと実感することができました。 

 

                         

「かいもの」好き！イザベラさん 

中沢 智子 

 イザベラさんは、マヌレワ高校の 1年生 15 歳。 

 宇都宮駅前のチサンホテルで対面式をした後、ま

っすぐ岡本の私の家に帰りました。 

 彼女は、咳をコンコンとし旅の疲れが目に見える

ようでした。物静かな彼女は、自分から話をする子

では無く、ちょっと大変だなと感じました。 

 最後の日の午前中は、長男がララスクエアで働い

ているので行こうと話しました。すると、彼女は「か

いもの」とうれしそうに日本語で答えました。お化

粧にとても興味を持っている彼女は、色々買ってい

ました。また、4人の妹たちやお母さんにも洋服を

お土産にしていました。 

 最後の日になって彼女もようやく話すようにな

り「あと 1日あれば良かったな」と思うホームステ

イでした。 
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初めての「ふれあい日本語教室」を体験して 
永岡 ゆき子 

今年、「日本語学習支援ボランティア講座」を終了し、

はじめて春の「ふれあい日本語教室」に参加させてもら

いました。去年の夏に、「ふれあい日本語教室」を見学

し、レポートを提出したことを思い出しました。ただ見

学しただけなのですが、これでいいのかなという思いだ

けでした。 

 初めて参加して、クラス分けで（レベルチェックは、

経験者が行いました）2 名の生徒さんの担当になりまし

た。経験のある先生も担当に入っていただいたので、相

談しながら授業に参加させていただきました。分からな

いところは、教えていただきました。 

 私が担当した生徒さんは、2名の中国系の生徒でした。

A 君（去年来日、「ふれあい日本語教室」参加経験あり、

今年中学 1年生に入学）、B 君(今年来日、小学校 5 年に

編入)という状況でした。生徒さんたちの、背景も余り

つかめず授業開始です。 

最初の授業は、おっかなびっくりで、何か「ニーズ」

を探そうと思いました。考えて、「漢字」から入りまし

た。音読みと訓読みです。音読みは中国系の人には簡単

で漢字を見れば意味も分かりますので、音読みに注意し

て小学校 1～6 年生までやりました。必要のない範囲で

は B君には、地図で「栃木県」の所在を知ってもらいま

した。いろいろ少しずつですが、顔を合わせるうちに 2

人が何になりたいのか聞いてみました。A 君は、「将来、

自分の店を持ちたい。」B 君は、「宇宙飛行士になりた

い。」と言っていました。2 人のために、算数と理科の

教材から「星座」と「算数の単位」を教材に挙げたとき、

活発な発言が聞かれたのです。 

 

 驚きでした、「北極星は、動かない。」、「星座の名

前は中国と同じ」や「ha（ヘクタール)は、知っている

けど、a（アール）は分からない。」中国の単位と違う

というのです。「台風の眼」を宇宙ステーションから撮

影した写真を見て驚いたりしていました。状況によっ

て、知りたいこと、どうでもいいことに分けるべきだと

考えました。また、「七夕」を説明するとき、「その話

は、中国と同じです。」と言っていました。当たり前で

すが、中国からの知識が、日本に入ってきている事を説

明したいのですが、「歴史」の見解の違いを説明できま

せんでしたので止めました。 

 さて、この 2人の知識力旺盛な生徒さんに助けられて、

私は「日本語」を勉強させてもらいました。普段、何げ

なく話している「日本語」は、なんてすてきな「言葉」

なのだろうと感じ、またもっと勉強しなければいけない

と感じています。 

 この「ふれあい日本語教室」を、運営している協会と

先輩ボラティアの先生方に深く感謝申し上げます。                 

日本語教室・・・初めて知った世界の友だち 
田中 英子 

「こんにちは。」教室に入ると、「はあい・・・・。」

笑顔で挨拶や言葉が返ってくる。その表情に、今日も頑

張ろうと私自身がポジティブになれます。 

私は日本語教室デビュー2 年目。国際交流プラザと総

合福祉センターで活動しています。初めは、机一つで外

国の人たちと向き合う、それだけでドキドキでした。教

室ではたくさんの先輩たちが彼ら一人一人に優しく話

しかけ、楽しそうに彼らの日本語を支援していました。 

時間外でも、どんな教材が分かりやすいか、また、支

援する上での悩みや問題点など熱心に話し合っている

姿が印象的でした。 

学習者は世界各国からの年齢も職業も異なる入門

期・初級の方たちです。増加傾向にあり、一人で数名の

支援をすることもあります。私も自分なりに考え工夫

し、悪戦苦闘しながらもやりがいと楽しさを感じていま

す。日本を分かりたい・日本語で話したいと意欲を見せ

る彼らは、話題も日常生活から観光・文化体験など、と

ても豊富です。彼らの「日本はどうして・・・？」との

質問に慌てたり、彼らの言葉から日本語の難しさを再確

認することも多いです。私の支援は、”Welcome to 宇都

宮。We are all friends!”の気持ちが全てです。今後

も彼らとお互いを伝え合い・協力し合い・分かち合って、

体験豊富な生きた日本語学習が展開できるよう努力し

ていきたいです。 
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国際理解ミニ講演会 
斎藤 文子 

 

平成 27年 3 月 21日（土・祝）、「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開催しまし

た。中学生から 70 代まで幅広い年齢層の方々が参加してくださいました。 

当日、講師の都合によりＵＣＩＡ職員の矢部晶宏さんのみの留学体験談となりましたが、留学を控えている、ま

たは考えている学生にとっては大変興味深いお話となったようです。 

ＵＣＩＡ会員の皆様にはお馴染みの矢部さんですが、穏やかな表情とは裏腹に不屈の行動力と豊かな国際感覚の

持ち主であることがわかりました。矢部さんによると、8 年にわたるニュージーランドやドイツの留学体験で一番

良かったことは、「人との出会い」だったといいます。それは自分の人生を変え、人生の目標をも与えてくれたそ

うです。また、留学中困ったことの一つに「自分の国のことをよく知らなかった」ことを挙げていました。だから、

これから留学を目指す人には、ぜひ日本のことをもっと知ってもらいたいそうです。他にも、「失敗を恐れず自分

の考えをいう」すなわち「コミュニケーションの大切さ」や「差別に屈しない」等々、中でも「多文化共生は可能！」

との力強い言葉は印象的でした。留学体験で得た数々の「宝物」を披露してくださいました。 

留学を目指す人たちには、「世界にはたくさん隠れた宝物があるよ」と励まし、国際交流の様々な可能性を模索

し実践をしている人には、新たな活動のエネルギーをいただきました。ご参会の皆様ご協力有難うございました。 

 

 

ドイツ語入門講座 
下里 敬明 

退職を機に新しいことを始めようと、2 年前ＵＣＩＡ

の語学講座を探しました。英語以外に多数の外国語講座

があるのに、ドイツ語がないことを、ドイツに強い憧れ

を持っていた私は、残念に思いました。 

ところが、今年新たにドイツ語講座が開かれるのを知

り、早速参加しました。ドイツ人と聞くと厳格なイメー

ジがあるので、私は担当講師も恐そうな厳しい方かなと

想像していましたが、私たちを教えるモニカ先生は、と

ても親しみのある明るいオーストリア出身の女性ヴァ

イオリニストです。 

 

現在受講生は

8 名ですが、皆熱

心で、途中休憩を

取るのを忘れる

くらい 1 時間半

の授業はアッと

いう間に終わっ

てしまいます。 

入門レベルの教科書

に沿って基本的な文法

を学びつつ、それに

種々の単語をあてた文

を作り、一人ひとり話

してみる会話方式で授

業は進行しますが、時

にはゲームを取り入れるなど楽しく学んでいます。予習

復習を怠り答えを間違えても、すぐ直してくれますし、

質問が飛び交うなど皆自由闊達に発言しています。ドイ

ツ語初心者でも、先生が日本語が上手なうえ、一人ひと

りに丁寧に教えてくれるので大丈夫です。 

ドイツ、オーストリア、スイスを旅行したい方、音楽

や料理(お菓子、ワイン、ビールを含め)が好きな方、美

術や文学などドイツ語圏の多様な芸術、文化に興味をお

持ちの方は、後期もこの講座が企画されるので、ぜひ一

緒にドイツ語を学びませんか。多くの方の参加をお待ち

しております。 

Deutsch macht Spaß!（ドイツ語は楽しい！） 
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フェスタｍｙ宇都宮 2015 国際交流ひろば 

～手をつなごう 世界のなかま～ 

  

 
 

                        

▲お客さんもノリノリでサンバダンス 

         会場全体が熱気で包まれました 

▲二胡演奏と理事長あいさつ         ▲市長の来賓あいさつ 

▲ハワイアンミュージックで南国ムードたっぷり 

▲会場一帯でフラダンス ▲華麗なベリーダンス           ▲はじける笑顔 

 フェスタｍｙ宇都宮 2015 国際交流ひろば

が、5月 17日（日）に開催されました。 

今回初めて二荒山神社前のバンバ広場を会

場に開催され、晴天のもと多くの人でにぎわ

いました。 

出店した 20ブースではアジアや欧米の料理

においしく舌鼓し、ステージの 11演目では、

日本伝統芸能やフラダンス、世界の楽器・ダ

ンスからメインステージのサンバまで、大変

盛り上がった 1 日となりました。 

▲タイの警察官？もお手伝い  ▲ネパール地震募金活動 

▲日本の伝統舞踊         ▲外国人にも人気のどじょうすくい 

▲みなさんお揃いのすてきな衣装でやさしい音色を奏でていただきました     

▲スペシャルゲストとコラボ      ▲大勢の三味線は迫力満点 
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2015 年 7 月 15 日 第 53 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 

 

 

 
 

 

 

 

                        

 

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。 

 

 

 

 

 宇都宮市国際交流協会（ＵＣＩＡ）では、外国人を対象に日光江戸村のチケット（通行手形）を通常価格

よりもお安く提供しています。外国人に同行する日本人も購入できますので、ぜひご利用ください。 

種別 券種 価格（税込） 

個人 大人 通行手形 ３，７００円 

個人 小人 通行手形 １，８５０円 

団体 大人 通行手形 ３，３００円 

団体 小人 通行手形 １，６５０円 

※団体は８名以上からです。 

※小人とは小学生、未就学児は無料です。 

◎お求めは、宇都宮市国際交流協会（ＵＣＩＡ）までどうぞ！ 

EDO WONDERLAND 日光江戸村チケット販売 

お知らせ 

mailto:ukokukyo@cocoa.ocn.ne.jp

