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ワールド・クッキング

韓国の「お袋の味」を学ぶ
〜プロに教わる参鶏湯（サムゲタン）とカクテキ〜
〜プロに教わる参鶏湯（サムゲタン）とカクテキ〜

恒例の各国料理講座「ワールド・

かりやすい解説と親切な指導でした。
調理時間も終盤に差し掛かると、各
テーブルから料理のいい香りが立ち
のぼり、試食タイムには各自作った
料理に舌鼓。楽しいひと時でした。

クッキング」に参加しました。今回
は韓国料理です。メニューは参鶏湯
とカクテキで、どちらも韓国料理店
などでお馴染みのメニューです。
講師は市役所近くの韓国料理レス

残った料理はお土産に。帰宅後も韓
国の味を楽しみました。
（Lu）

トラン『福豚屋』のオーナーの金圭
祚(キ ム キ ョ ジ ュ )さ ん。
「最 近 は
スーパーでもパックの参鶏湯が売ら

れていますが、手作りとは全く食感
や味が違います」とのこと。期待が

【2011年11月27日、福祉青少年会館
料理実習室 21名参加】

膨らみます。
テーブルの上には、丸鶏、モミジ
（鶏の足）、高麗人参、ナツメ、栗等、
本場の食材が並びます。「参鶏湯は
韓国のお袋の味。各家庭で味が違い
ます」
「カクテキのタレ（ヤンニョム）
熱々サムゲタンとカクテキ

は他の料理にも利用できます。
」時
折ジョークも交えながら、楽しくわ
協会賛助会員随時募集中！
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舌鼓が聞こえてきそう

あなたもはじめませんか？笑顔のコミュニケーション

戸田を世界に

世界を戸田に

戸田を世界に

韓日交流おまつり 2011 in ソウル 〜TiFA 韓国特派員 金戴恩（キムジェウン）さん〜

日本語教室バス研修旅行に参加して
〜姜

東日本大震災から半年後の 9 月、
韓国ソウル広場で韓日交流おまつり
が行われました。このイベントは、

錫榮（カンソクヨン）さん〜

素敵な一日

韓国出身

〜サロン着物の着付け 1月 21日〜
日本の着物はとてもきれいです。
外国人の私は、なかなか着るチャン
スがありませんでしたので、１週間

2005 年の日韓国交正常化 40 周年
を記念して『韓日友情の年』の主要
事業として始まり、それから毎年ソ

も前から楽しみにしていました。
着物を着付けると体が締め付けら
れて、食事がとりづらいと教えても

ウルで開催されているものです。今
年のテーマは【がんばろう日本・あ

らいましたので、先に皆でお昼ご飯
を食べました。焼きうどんと味噌汁
がとてもおいしかったです。

りがとう韓国】でした。
ミス着物とミス・ジャパンの挨拶
で始まり、仙台のすずめ踊りや鹿児
島の太鼓坊主などすばらしい公演が

祈りを込めて

仙台すずめ踊り

大迫力！青森ねぶた

続きました。そして韓国も伝統踊り
やナンタ披露するなど、会場は大い
に盛り上がりました。
また、両国の美しい伝統服の着付
けや、古来のおもちゃ遊びなど様々
な体験ブースもあり、子供たちはけ
ん玉で楽しそうに遊んでいました。
私が一番印象に残ったのは、東日
本大震災の被災地に送るために日本
人と韓国人が集まって折り鶴を作る
体験ブースでした。言葉は通じなく

ても希望を伝えるためにみんなで折
る姿は感動的でした。
お祭り最後の韓国伝統の踊りで
は、参加した全員が手をつないで大
きい円を描きました。つないだ手が
これからの韓国と日本の良い関係を
象徴しているようでした。
これからも、このようなイベント
を通じて両国の関係がさらに友好的
になれると思いました。
【2011年9月25日ソウル広場】

日本の文化にふれ合おう

〜国際交流パーティー〜

見事な日本舞踊

参加者 50 人、戸田音頭で輪になって

市民と市内在住の外国人の交流の
会『国際交流パーティー』が、今年

ア人のオリガさんが、着付けの先生
2 人の手によって見る見るうちに振

も文化会館で行われました。
あやめ会の方々による日本舞踊の
披露で始まりました。すばらしい日

袖姿に変わっていきます。去年成人
式で振袖を着たという日本人のお嬢
さんは、その手際の良さにびっくり

本の舞踊に小さい外国人のお子さん
も静かに見入っていました。
そのあと、みんなではっぴを着て

していました。振袖姿になったオリ
ガさんはお人形のようにかわいらし
く、他の参加者の方は順番に記念写

戸田音頭を踊りました。私は、戸田
音頭は難しくてうまく踊れないので
すが、皆さんすぐに覚えて上手に

真を撮っていました。
ゲームタイムでは、箸の使い方を
競うゲームをしました。制限時間内

踊っていたのでとても感心しました。
続いて和装着付け実演です。ロシ

に豆とピンポン球をいくつつまめる
かという競技です。見ているほうも

協会行事

世界を戸田に

協会までお気軽にお問い合わせください。
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協会事務局

いい顔で勢ぞろい

参加した 59 名のみなさん

今回の「日本語教室バス研修旅行」
に妻と一緒に参加しました。前日が
ずっと雨だったので天気が心配でし
たが、当日は晴れたよい天気で気持
ちいい日でした。
７時30分集合、50分に出発して足
尾銅山に向かいました。道中、バスの
中から見えた群馬県、栃木県の山中、
秋の風景は素晴らしかったです。
足尾銅山に着いてトロッコに乗
り、坑道に入ってから銅山の歴史を
見学しました。初めての銅山はとて
も面白かったです。
次に日光に行って皆さんと一緒に
日光の名物、ゆばと栗おこわを美味

しく食べました。
食事後自由時間にはゆっくりし
て、食堂近くの紅葉を背景に写真も
撮りました。
最後に宇都宮市のりんご園でりん
ご狩りを体験しました。自分で直接
取った三つのりんごはきれいでした。
日本語教室の皆さんと秋の味を満
喫しながら一日を楽しみました。
まだバス研修旅行に参加した経験
がない方にはおすすめしますので来
年ぜひ参加してください。
皆さんのお陰で楽しい思い出がで
きました。ありがとうございました。
【2011年11月20日】

世界の人と手をつなごう

皆で好きな色、柄を選び先生に着
付けていただきました。着物に合わ
せて小物を選ぶセンスも素晴らし
かったです。
着物を着ると、皆がきれいで振る
舞いもしとやかになりました。記念
写真もいっぱい撮り、一生の思い出
になりました。スタッフの皆さん、
どうもありがとうございました。
【武雲萍（ブウンヘイ）さん】

よく似合っています

〜戸一小総合的な学習の時間〜

応援に熱が入ってしまいました。

ヨコさんに説明してもらいました。

そして最後は全員でビンゴゲーム
です。ビンゴゲームというのは国を
問わず、盛り上がるものですね。

小学生にとっては多少難しい内容
もありましたが、3 人の講師がそれ
ぞれ工夫を凝らし、母国のお菓子や

この日は、同じテーブルでいろい
ろな国の方とお菓子をつまみながら
和気あいあいとお話ができ、楽しい

玩具、宝石、はく製などを用いた授
業は楽しさに溢れていました。
子供たちはそれらに触れて遊びな

ひと時でした。 （ペトルーシカ）
【2011年12月11日 文化会館304】

がら、異文化を身近感じてくれたよ
うです。
(M)
【2011年12月6日】

ブラジルの魅力を分かりやすく伝えてくれた峰岸トヨコさん

市内各地を回り、国際交流を推進
する『楊さんの出前講座』
。今回は

みるみる日本人に

戸田市立教育センター３階

戸田第一小学校を訪問して、中国と
ブラジルの紹介を行いました。
中国全般と友好都市開封市につい
TEL ０４８−４３４−５６９０

ての講義は、協会職員の楊建敏（ヨ
ウケンビン）さん。中国の遊びを教
えてくれたのが趙佳夢（チョウカム）
さん。そしてブラジルの生活と文化
については、ブラジル出身の峰岸ト
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校長先生、中国の蹴羽うまい！！

事務局一同、心よりお待ちしております。
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こく さい こう りゅう

国際交流サロン

青少年代表団海外交流派遣
（中国）の団員募集
訪問地

費 用 旅費の半額を協会が負担
申込み 市内中学、高校と協会で要
項配布、4月5日〜 20日に協
会へ書類提出
※土・日曜日も申込可、月曜日を除く

中国語講座
日中友好協会の中国語講座です

時
場

間

3月15日〜 7月26日、毎週
木曜日(5/3を除く)、全19回
間 【昼】午後１時〜３時
【夜】午後７時〜９時
所 東部福祉センター

【昼】初級 【夜】入門、初級
対 象 中学生以上
受講料 入会金3,000円、
一般30,000円、会員25,000円
問合せ 日中友好協会事務局
TEL090-5510-2787（齋藤）
FAX048-441-0170
※随時申込可、各5名以上開講
◇◆

TiFA 後記

◆◇

私は昨年、韓国の済州島で行われた
アジア知的障害者会議（俗称：アジア大
会）に参加しました。
基調講演や分科会での発表を聞いた
り、島の遊びを体験したり、障害者リハ
ビリセンターと特別支援学校を見学し
たりして、得た収穫が大きかったです。
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市民と外国人の交流会です。
がつ
か
ど
い
ばな
3月24日(土) 生け花
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4月 7 日(土) ウエルカムパーティー
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5月19日(土) 初夏の献立

開封・少林寺・北京・上海

期 間 7月26日(木) 〜 7月31日(火)
内 容 ホームステイ、学校訪問等
対 象 市内在住の中学生、高校生
定 員 10人 ※最少催行人数8人

期
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期 間 ５月12日〜７月19日
場 所 教育センター２階会議室等

す。あなたも始めてみませんか？
◆日本語ボランティア養成講座
時
師

4月14日（土）10時〜 12時
高柳 和子さん
（TIJ東京日本語研修所）
◆日本語教室見学会
土曜教室

5月26日、6月2日

木曜教室

10時〜 12時
5月31日、6月7日

19時〜 21時
場 所 教育センター 2階会議室
対 象 市内在住・在勤者
申込み 希望日の前日までに協会へ
電話申込 ※費用無料
この大会には、
アジア各国から知的
障害の分野に関わる人達が参加してい
ましたが、
私は参加者と韓国語、
中国
語、
英語を交えながら会話し心行くま
で交流することができました。
私は
「アジア大会とはどういう大会
なんだろう」
という感じで初めて参加
しましたが、
「ダイナミックで面白い大
会だなぁ」
と思いました。
(M.Y)
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火〜日曜 8：45〜17：30
http://www1a.biglobe.ne.jp/tifa
tifa@msc.biglobe.ne.jp
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5 月12日
5 月19日
5 月26日
6月2日
6月9日
6 月16日
6 月23日
6 月30日
7月7日
7 月14日

広報ボランティアの募集
お問い合わせ
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こく さい こう りゅう きょう かい

（財）戸田市国際交流協会（TIFA）
TEL
FAX
mail

048−434−5690
048−441−0170
tifa@msc.biglobe.ne.jp

恒例の各国料理講座「ワールド・

かりやすい解説と親切な指導でした。
調理時間も終盤に差し掛かると、各
テーブルから料理のいい香りが立ち
のぼり、試食タイムには各自作った
料理に舌鼓。楽しいひと時でした。

クッキング」に参加しました。今回
は韓国料理です。メニューは参鶏湯
とカクテキで、どちらも韓国料理店
などでお馴染みのメニューです。
講師は市役所近くの韓国料理レス

残った料理はお土産に。帰宅後も韓
国の味を楽しみました。
（Lu）

トラン『福豚屋』のオーナーの金圭
祚(キ ム キ ョ ジ ュ )さ ん。「最 近 は
スーパーでもパックの参鶏湯が売ら

れていますが、手作りとは全く食感
や味が違います」とのこと。期待が

【2011年11月27日、福祉青少年会館
料理実習室 21名参加】

膨らみます。
テーブルの上には、丸鶏、モミジ
（鶏の足）、高麗人参、ナツメ、栗等、
本場の食材が並びます。「参鶏湯は

他

6月15日「TiFA

戸田
市役所

〜プロに教わる参鶏湯（サムゲタン）とカクテキ〜
〜プロに教わる参鶏湯（サムゲタン）とカクテキ〜

韓国のお袋の味。各家庭で味が違い
ます」
「カクテキのタレ（ヤンニョム）

TEL：434-5690 担当：峰岸

4

TIFAは 3F。
市役所
文化会館が
目印です。

教育
センター

土曜日
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5 月17日
5 月24日
5 月31日
6月7日
6 月14日
6 月21日
6 月28日
7月5日
7 月12日
7 月19日

「はじめてみませんか？国際交流ボランティア」
ボランティアさん大募集！

ごう

韓国の「お袋の味」を学ぶ

（２）６，０００円（縦７ｃｍ×横６ｃｍ）

お気軽にお問い合わせください。（財）戸田市国際交流協会
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ワールド・クッキング

発行部数 各 42,000 部

配付対象 市内全戸、市内小中高等学校、市内公共施設、市外賛助会員
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No. 60

こく さい こう りゅう きょう かい
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日本語教室で外国人の学習支援を
する日本語ボランティアを募集しま

かん

し かみ と

会報 TiFA
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Te l 048-434-5690
Fax 048-441-0170
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2012年度 第1期
日本語教室 開講予定
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戸田市上戸田1丁目19番14号
と だ し りつ きょう いく
戸田市立教育センター3F

し ない し せつ けん がく かい

＊外国人の皆さん、一緒に日本語
を勉強しませんか＊

発行回数 年４回（6/15 号、9/15 号、12/1 号、3/15 号）

と

てみませんか？
外国人の方も歓迎です。
申込み 協会までご連絡下さい。

場 所 戸田市福祉青少年会館
しょうぼう ほん ぶ
さい こ がくしゅう
※6/9は消防本部、
彩湖学習センター、
きょう ど はく ぶつ かん
郷土博物館 など

日
講

財団法人

私たちと一緒に「Ti FA」を作っ

6月 9 日(土) 市内施設見学会
かん
ご ご
じ
間 午後１時から

ば

March 2012

ざい だん ほう じん

熱々サムゲタンとカクテキ
No.61」発行

は他の料理にも利用できます。」時
折ジョークも交えながら、楽しくわ
協会賛助会員随時募集中！
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舌鼓が聞こえてきそう

あなたもはじめませんか？笑顔のコミュニケーション

