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オルレアン市への市民訪問団派遣 

オルレアン市の新市長表敬とジャンヌ・ダルク祭参加！ 
丸山 秀彦 

 私たちの協会の自主事業として、ピエトラサンタ市・

オークランド市に続いて 3 回目の姉妹都市への市民訪

問団派遣事業、これまで実施していた宇都宮市オルレア

ン協会に代わって、はじめて取り組んだオルレアン市へ

の訪問でした。 

派遣に当たって団員の募集を始める直前、パリで連続

テロ事件が勃発し、その影響もあってか参加者も予定に

達せず、一時は派遣取り止めかと心配されました。 

 しかし、オルレアン新市長から訪問団の参加を大歓迎

するとの文書が届き、20 名の団員が 5月 6 日から 13日

までの 8 日間の日程で、羽田空港から出発しました。 

 オルレアン市のオリヴィエ・カレ市長表敬では、宇都

宮市長からのメッセージと記念品を手渡し、訪問団で用

意したおみやげの「書」（日本の童謡「ふるさと」の歌

詞を揮毫し表装したもの）には、日本の書道は大好きな

んだ、と大変喜んでいただきました。 

 5月 8日のジャンヌ・ダルク祭にも、宇都宮からの市

民訪問団としては 4年ぶりにパレードに参加し、揃いの

UCIA の赤い法被で、大声援に包まれ、沿道のオルレア

ン市民の皆さんとの交流を深め団員も感激！でした。 

 また今回は、オルレアン市民の皆さんとの交流パーテ

ィーを企画したところ、参加団員の倍以上の 40 名余り

の方が出席され会場は溢れんばかり、お互い片言なが

ら、宇都宮に来たことのある方とは餃子や、日光東照宮

や温泉体験など宇都宮での体験の思い出で、大いに盛り

上がり、姉妹都市交流の醍醐味を味わった楽しいひと時

を持つことが出来、今回の訪問は大成功でした。ご支援

ご協力いただいたオルレアン市の皆さん、そして宇都宮

市国際交流プラザの皆さん、UCIA 事務局の皆さん、あ

りがとうございました。 

 旅の後半には、ジャカランダの薄紫の花が満開の南仏

地中海沿いのニースやエズ、モナコ公国、そしてアルル

やマルセイユまで足を伸ばして、ゴッホの描いた「跳ね

橋」やシャーガール美術館そしてローマ時代の遺跡など

世界遺産を巡り、フランスの新幹線 TGVでパリに戻り、

盛沢山のコースを満喫した旅でした。 

 人と人との出会いと交流、姉妹都市でなければ味わえ

ない旅、やはり姉妹都市って、いいなあ！と参加された

皆さんも、きっとそんな思いを実感されていることでし

ょう。 

 

△グロロ邸にてカレ市長と  

 

 

△ジャンヌ・ダルク祭パレードに参加 

                        

 



Utsunomiya City International Association 

 

3 

 

 平成２８年度通常総会 

 6月 21 日（日）午後 1

時から表参道スクエア 5

階の会議室において、会

員及び役員含め 50 名に

加え、来賓として市長代

理の齋藤和子市民まち

づくり部長及び篠﨑泉国際交流プラザ所長にご出席い

ただいて、平成 28 年度の通常総会が開催されました。 

 議案は、3 議案で全て満場一致で原案とおり承認され

ましたが、経過としては、次のとおりです。 

 ①議案第 1 号 平成 27 年度事業報告（案）及び決算

報告（案）については、各事業委員会で様々な分野で新

規事業を含め着実に事業を執行され、協会活動の PR 活

動に努めた結果、一定の成果を上げることができまし

た。特に、外国語委員会においては、6 つの新規講座を

開設し、受講者の大幅な増加に繋がり自主財源の確保に

も大いに貢献したことを報告させて頂きました。 

 ②議案第 2 号 平成 28 年度事業計画（案）及び予算

（案）については、来年が、協会設立 20 周年にあたる

節目の年であることから記念事業の検討やオルレアン

市民訪問団派遣、地球のステージコンサートなどの新規

で取組む事業やこれまで毎年実施してきている各種事

業を説明いたしました。会員から協会予算についての意

見がありましたが、会員の尽力により年々自主財源（協

会が自由に使えるお金）が伸びている状況を説明し、堅

実な事業執行を行えば当面問題ない旨の回答で了解を

得ました。 

 

 ③議案第 3号 役員改選（案）については、阿久津登

美江氏、江連征子氏、謝苗海氏の 3 名の理事が任期満了

に伴い退任されたことから、新理事には、菅野香氏、グ

ルンラム氏、杉本恵子氏の 3 名が選出されました。 

 28年度も役員一同、協会の円滑な運営と更なる発展に

向け、誠心誠意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、今年度は、総会終了後に交流会を協会の会員で

もある「fudan café」で開催したところ、約 60 名の参

加を得て、賑やかに開催できました。多くの会員の方々

から、普段あまり交流ができない会員との交流ができて

とても良い機会であったなどの感想をいただきました。 

 また、会員として協会活動に対し、常日頃から感じて

いることや疑問点について、それぞれの立場で意見交換

を行っている光景がみられ、共通認識が図れたことで、

さらに絆が深まったようです。交流会は、来年度も是非

実施して欲しいなどの要望がありました。 

日本文化ふれあいの会 ～興味深々な一日で～ 
中沢 智子 

2 月 14 日(日)に市役所 14 階で「日本文化ふれあいの

会」が催されました。 

日本に滞在する外国人が日本の文化に触れてもらう

ことを目的とするもので、毎年にぎやかです。もちろん、

日本人も楽しめます。 

 一番の人気は、やはり着物の着付け体験。見るだけで

も美しい着物を着られるとあり、多くの方が楽しみまし

た。また、お婿さん、お嫁さんに扮しての昔ながらの嫁

入り行列も行われました。 

 茶道体験は、抹茶の味を知らなかった人も大きな和の

器の底の泡立てられた抹茶を見て飲んで味わいました。

コーヒー、紅茶には無い文化を知ったことでしょう。 

ちぎり絵は、和紙の柔らかい色合いの紙を手でちぎって

「トマト」「風せん」等の絵にしていくものです。和紙

は、独特の繊維があるので丸くちぎることさえ難しい。

そして、苦戦しながらもみなさん完成すると喜んでいま

した。 

書道は、漢字を墨

で書くとあって、外

国人の方々は興味

津々チャレンジを

していました。英語

の意味を添えて漢

字を展示し、選んで

書いてもらいました。人気は「愛」「夢」でした。書い

た作品は、お土産としてお持ち帰りができました。会場

の日本料理コーナーでは、熱いほかほかのご飯を食べる

ことができました。梅干、昆布、ツナ等具材が豊富でみ

んな笑顔で食べていました。ご飯の味は、日本の味とわ

かって頂けたのではないでしょうか。他にも華道、アニ

メ、おりがみ等体験ができました。 

 ステージでは、三味線、和太鼓等の演奏があり、会場

内はにぎやかで、一日が終わりました。きっと、みなさ

ん、良い体験ができた一日だったと思います。 
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アフリカ音楽コンサート 
  弭 雪梅 
3 月 13日(日)に、音楽をとおした国際理解を目的とし

て、宇都宮市東市民活動センターホールにて、アフリカ

音楽コンサートを開きました。 

200 人以上の方が再びアフリカ「ムクナバンド」の魅

力を味わいました。平時にスマホや CD で音楽を楽しんで

いる子供達は生演奏に興奮しました。 

 アフリカの音楽はとても感性豊かで、リズムが強烈な

ので、人に自然に合わせて踊る気持を与えてくれます。

そのために、コンサートの中で年配の方も小さな赤ちゃ

んでも、全身全霊に体を動かして、ワークショップに参

加しました。 

 

人類の原始社会から、音楽はもともと初期教育として、

良い性格を育てるために大変重要な存在とされていま

す。ジャンべ(西アフリカの太鼓)、親指ピアノなどの楽

器はすべて自然な素材から生まれて来て、大人にしても

子供達にしても興味津々に触れることができ、特に子供

達の好奇心はずいぶん満足しました。 

 われわれはむしろ現代社会で生きています。健康的な

原始文化から離れていく日々の中で、このような国境を

越える音楽を楽しみながら、他民族の情熱にうまってい

た貴重な経験を自分の人生に生かせるように、今後もこ

のようなコンサートを開催できましたら、ぜひご参加と

ご協力をお願い申し上げます。 

ファインフィールドフェスティバル 2016 

～楽しい時間を～ 
中沢 智子 

4 月 23日（土）、24日（日）とファインフィールドフ

ェスティバルが男女共同参画推進センター等を会場に行

われました。 

 私は、ちぎり絵のコーナーを担当しました。和紙の柔

らかい色合いの紙をちぎって「トマト」「桜」「風せん」

等の絵にしていくものです。しかし、和紙には独特の繊

維があるのでちぎることが難しく皆さん苦戦していまし

た。しかし、出来あがればうれしいもので、皆よろこん

でくれました。 

 ちぎり絵の反対側の調理室では、牛乳料理教室が行わ

れており、高校生達が先生となり子供達がうれしそうに

ポテトサラダやケーキを作っていました。時折いいにお

いがこちらまで風に乗って・・・・。 

また、隣の教室では「宇宙」をテーマにした絵描きを

していました。子供達の目までキラキラと輝いて見えま

した。 

私は、このイベントは子供達の体験が広まるとても良

いチャンスだと思いました。 
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タルサ市への中学生派遣事業  
髙津戸 真優子 

3 月 25 日から 31日までの 7 日間、アメリカ合衆国オ

クラホマ州タルサ市へ宇都宮市の中学生派遣団が訪問

しました。20 名の中学生と 3 名の引率者は、1 月 29 日

に市役所で初顔合わせ、それからはほぼ毎週土曜日、英

語や現地での過ごし方、自己紹介などを学び、出発当日

を迎えました。行きの飛行機の中では、初めて飛行機に

乗る生徒も居て、かなり緊張気味でした。大混雑の上、

セキュリティーの厳しいダラスでの乗り換えを経て、タ

ルサに着く頃にはすっかり疲れた様子でしたが、それぞ

れのホストファミリーににこやかに迎え入れられ、足取

りも軽やかになっていました。 

到着したのはイースターを日曜日に控えた金曜日、

Good Friday でした。親戚がホストファミリー宅に集ま 

り、大賑わいのイースターの週末を過ごした生徒も居れ 

ば、他の生徒のホストファミリーと一緒にお食事やショ

ッピングに行ったり、あるいは、家でのんびり過ごした

週末だったりと、生徒たちは様々な形でタルサン(タル

サの住民)と親睦を深めたようです。月曜日は学校訪問、

火曜日には市内観光。そしてお別れ会は、タルサグロー

バルアライアンスのボランティアの活躍により、素晴ら

しい会となり、派遣生たちは英語と日本語の歌を披露し

て、喝采を浴びていました。 

 派遣生たちの頑張りとタルサ市民との交流が思い出

に残る派遣事業でした。今後も、このような姉妹都市交

流をより多くの宇都宮市民のみなさんに体験していた

だきたいと思います。 

   

オークランド市への中学生派遣事業  
櫻井 美恵子 

 2016 年―――世界情勢が大きく揺れ動く中、3 月 25

日から 3 月 31日迄、宇都宮市を代表する中学生 20名と

引率者 3名がニュージーランドの姉妹都市オークランド

市のマヌレワ高校を訪問し、元気に！無事に！帰国し、

関係者一同大変安堵いたしました。 

 この事業の推進に当たりましては、宇都宮市より受託

した当協会が事前説明会・合計 5回の事前研修会・帰国

後の研修会を行い、実用的な英会話、ホームステイの実

情と心得、両都市の概要、日本文化、両国の代表歌など

を中学生と引率者が机を並べて共に学習し、意見交換を

行い相互理解が深まるようにプログラムを組みました。 

また、ウェリントン市（NZの首都）出身のヘイミッシ

ュ先生には、英会話に留まらず訪問地での生活や入国審

査の実際をご指導いただき、より実践的な学習が行えま

した。 

 中学生が＜英語を話す楽しさ＞、＜英語で話が通じ合

えた喜び＞、＜通じなかったもどかしさ＞を心底感じ、

この思いを次につなげるためスキルアップを図りたい

と痛感した事は大きな成果でした。 

 今後も姉妹都市の絆が太く長く続き、将来に向かって

貴重な人材が巣立っていく事を願っております。 
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防災館見学&いちご狩り 
 林 天揚（宇大工学研究科） 

 いちご狩り開催（5月 29日）のお知らせを見た時の喜

びを今でも忘れられません。栃木のいちごは青森のリン

ゴとならび、名声が高く、日本に留学する前から期待し

ていました。いちごが大好きな私にとって正に幻のイベ

ントとも言えるものなので、迷わず参加しました。 

当日は晴れて、風が優しく吹いており、イベントに相

応しい日だと思いました。いろんな国から来た留学生が

それぞれ自己流の日本語で挨拶し、一緒にバスに乗っ

て、防災館見学に向かいました。ここで地震など災害に

関する知識を学びました。特に地震体験が印象に残りま

した。日本が天災に立ち向かうための努力と培った技術

に感服しました。 

見学後、いよいよいちご狩りです。いちごの大きな看

板を見た時にはもう既にいちごの味が口の中いっぱい

になりました。一個目のいちごをすぐ口に入れて味わ

い、本当に美味しいと思いました。やはり期待していた

通りでした。いちごらしい甘さが直接脳に伝わり、新鮮

な爽やかさが口いっぱいに広がり、一気に春のすばらし

さを感じることができました。やっぱり栃木が一番です

ね。いっぱいいちごを取って、皆笑顔で国際交流協会の

方々に感謝の気持ちを伝えました。赤いいちごを見る

と、今でもいちご狩りのことを思い出します。本当に嬉

しかったです。イベントを開催してくださった国際交流

協会の皆様、本当にありがとうございました。機会があ

ったらもう一度参加したいです。 

 

日常生活で役立つ Everyday English 
茨野 裕紀 

みなさんこんにちは！今期から新しく始まった『日常

生活で役立つ Everyday English』。こちらの講座で実行

委員としてお世話になっている茨野と申します。本講座

の参加者は男女合わせ 20名。学生の方、子育て中の主

婦の方、子育てが終わりやっと自分の時間を見つけられ

た方、定年を迎えられた方やその後ボランティアに力を

入れられている方など幅広く、様々な方が様々な興味と

目的を持って本講座を受講されています。 

講座名にもなっている“日常生活”、皆さんなら何を

思い浮かべますか？本講座では先生がシチュエーショ

ン毎に使い易いフレーズや単語を用い、会話例やそれを 

深める質問例をレジュメを基に説明してくれます。テー

マはレストラン、買い物、映画、旅行、郵便、空港、就

職活動などなど様々！また講座の特徴として、パートナ

ーとの会話練習によるアウトプットにみっちり時間を

割きます。 

聞く、読むのインプットだけではなく、実際に自分の

意見や疑問、感じたことを話してみる。するとそこで必

ず、教科書には載っていない、その人それぞれの“これ

が言いたい”や、“これってどう言えば伝わるんだろう”

が出てきます。それをその都度先生に質問することで、

結果それがその人独自の英語力、表現力となり自分のも

のになっていく、というのが一番の魅力だなぁと感じて

います。 

先日、先生がたくさんの美しい写真を用いて、母国シ

リアの文化について紹介してくれました。シリアはとて

も美しく、文化的な国だと感じました。今後の講座でも

どんな“Everyday English”が発見できるかとてもとて

も楽しみです！ 
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楽しく作って、おいしく食にイタリアン 

大垣 和子 

 イタリアの家庭料理体験（3月 6日）ということで参加

したのですが、とてもいいイベントでした。 

 まず教えて下さった方がイタリアのマッテオさんイケ

メン男性、パートナーが日本人のかわいい奥様、それに 5

才ぐらいの女の子、よちよち歩きの男の子、家族一同の料

理の先生でした。とてもいい雰囲気でした。 

 

 料理がはじまり、どの作業も初めてのことで楽しく遊び

ながら時間がすぎました。 

 試食会になり、テーブルにはトマトソースパスタ、サラ

ダつきガーリックパン、ピーマン焼き、イタリアン･コー

ヒーが並びイタリアンレストランになりました。 

とてもおいしかった。楽しく、素敵な一時をありがとう

ございました。感謝です。国際交流大成功です。 

 

ふれあい日本語教室に携わって思うこと 

高橋 惠子 

 10 余年前、わずかな有志で始まった“海外にルーツを

持つ子供達”への日本語支援は、現在 40 名余りの支援者

が携わっています。 

 2008年からは、宇都宮市教育委員会からの委託として、

春休み・夏休みの集中日本語教室が、国際交流プラザで開

催され、以後毎年、多くの子供達が参加しています。          

また、小・中学校へ直接出向き、ほぼ 1対 1 での日本語支

援を実施しています。 

 子供達が日常会話での言葉を習得するのは速いです。し

かし、母国で受けてきた教育や、学校生活そのものの違い

は大きく、更にひらがな・カタカナ・漢字の 3種類もの文

字を覚えなければ、教科書を読むことは出来ません。増し

て、高学年になってからの膨大な漢字習得は、特に容易で

はありません。それでも子供達は、環境に馴染もうと努力

します。その努力を支援するのが、支援者私たちの役割と

思うのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、学校生活に戸惑う子供、教室には馴染めても学習

に悩む子供、その子供達にどう向き合っていくのか、支援

者としての役割を果たしているのか、悩むのは私一人では

無いとも思うのですが・・・・ 

 教科そのものをサポートする訳ではありませんが、教科

書に書かれた文字が、何を意味するのかわからなくては、

学習は進みません。 

子供がどこで、何につまづき、学習に支障を来している

のかを、寄り添いながら見極められたら、支援はより効果

を生むだろうなと思う日々です。 

 今後も様々な理由で来日し、学校生活を送る子供の数は

増加することでしょう。そして、将来も日本で生きていく

であろう子供達のため、日本語と言う基礎の分野で支援し

ているのが、ふれあい日本語教室なのだと思うのです。 
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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。 

○●○ 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。 

事業報告 

国際交流活動報告パネル展 

6 月 12 日（日）～6 月 26 日（日）、うつのみや表

参道スクエア 5 階において開催しました。 

UCIA各事業委員会のほか、登録団体の「宇都宮 SGG

クラブ」「FJC日本語友の会」「富士流民舞一千代会」

「ふるさと栃木民謡民舞連合会」「法輪大法学会」「ヒ

ッポファミリークラブ」「交流会仲間」「栃木県日韓

女性親善協会」の皆さまにもご出展いただきました。 

お知らせ 

募金活動のご報告 

2016年 2月 6日に発生した台湾地震及び 2016年 4

月 14 日に発生した熊本地震において、甚大な被害が

発生したことを受け、UCIA窓口やイベント開催の際

に募金の受付を実施いたしました。 

その結果、それぞれ下記のとおり募金が寄せられ、

寄せられた募金は、当災害の募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。 

多くの皆さまのご協力ありがとうございました。 

名称 金額 

2016 年台湾地震救援金 ￥５，８０７円 

平成 28 年熊本地震災害義援金 ￥６，０５０円 

 

◆今年度（7 月以降）事業概要（予定）◆ 
○外国人のための日本語教室（通年） 

○外国語講座（後期講座は 10月開講） 

○国際理解事業（地球のステージコンサートなど） 

○ハイキング&BBQ、バスツアーなど各種イベント（随時） 

○ボジュレヌーヴォーを楽しむ会（11月 17日） 

○世界の絵本を楽しもう（11月 27日） 

○日本文化ふれあいの会（2月 19日） 

○オークランド市への高校生派遣（7月） 

○オルレアン市との交流 青少年受入（10 月）・青少年派遣（11 月） 

○オークランド市・タルサ市への中学生派遣（3月） 
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