
1協会賛助会員随時募集中！ あなたもはじめませんか？笑顔のコミュニケーション

　シドニーに降り立ち、バスで

世界自然遺産ブルーマウンテン

公園へ。途中、日本の桐の花に

似たジャカランダのきれいな紫

の花が満開でした。コアラやカ

ンガルーの動物園では、生まれ

て数カ月のワラビーやコアラと

記念撮影。愛らしさに胸躍るの

は年齢に関係ないですね。広大

な羊牧場にも寄り、犬の賢さや、

すばやい羊の毛刈りにも思わず

拍手。

　その夜のリバプール市の歓迎

式典では、心のこもったおもて

なしをいただきました。行きの

バスの中で［にわか混成合唱団］

を結成して練習した【上を向いて歩

こう・ふるさと】を主人のオカリナ

演奏と共に一生懸命歌いました。

　リバプール市長さんはこれから

も、両市との交流を盛んにしたいと

話され、池田団長も両市の関係の深

さや、国際交流の意義深さにもふれ

た後、桜の鉢植えの苗木を市長へ手

渡し、お互いの交流を深めて和やか

に式典が終わりました。

　また、峯岸昌代さんが丹精を込め

て創作された「押し花」を贈り大変

喜ばれました。

　その後、メルボルンで2泊。サマー

タイム中なので、夜も明るい街へと

皆で繰り出しました。翌日、キャプ

テン・クックの家もあるフィッツロ

イ庭園へ。観光用に着飾った２頭馬

車も行き来していました。町中の人

が買い出しに来るというクイーン・

ヴィクトリア・マーケットでは通訳

さんから値引き交渉ＯＫとの話に、

英語の出来ない私が見事交渉に成

功。夏のクリスマスで賑わうデパー

トでは、工夫を凝らしたクリスマス

の飾り付けが子供たちに大変な人気

でした。

　最終日の前日はシドニーに戻り、

観光とお買い物。夜はオペラハウス

やハーバーブリッジの輝く夜景を眺

めながらのシドニー湾のディナーク

ルーズ。3度目の訪問となる私は、

愉快で楽しいお仲間とご一緒でき

て、少し若返ったような “夢のひろ

がる思い出” をたっぷりと胸に抱い

て帰ってまいりました。        （M. I）

【11月22日～ 27日・18名参加】池田団長からリバプール市へ桜の贈呈

リバプール市の皆さんと記念撮影
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　新年の成人式には着物姿の若者で

賑わいます。国際交流サロンでも

1月26日に新年恒例の、外国人を対

象とした着物の着付け体験が行われ

ました。

　当日はロシア人の私と中国人6人

の７人が参加しました。初めての着

付けとあって好きな色柄選びから楽

しみがふくらみます。とても華やか

な雰囲気の中でボランティアの先生

に着付けてもらい、さらに着物につ

いてのお話しや帯についての知識も

教わりました。

　着付けが終わった後はみんなで写

真を撮りあったりして大はしゃぎで

した。着替えるのが名残惜しかった

です。一緒に参加した仲間は着付け

の勉強をしたいと言っていました。

　ボランティアのみなさん、ありが

とうございました。

（シーシキナ・オリガさん）

【障害者福祉会館】

お正月の風物詩
〜国際交流サロン着付け体験〜

　戸田第一小学校にて、総合的な学

習の授業である“ひびきの時間”が行

われ、国際理解講座の講師として協

会から4名が参加し、６年生４クラ

スを対象に一人２０分の講義で教室

を入れ替りながら実施しました。

内容は、中国・フィリピン・ブラジ

ルの３カ国についてそれぞれの国の

出身である講師が担当。

　中国は、戸田市と友好都市の河南

省開封市を中心に観光名所や名物料

理などスライド写真を使った座学と、

羽根が地面に落ちないよう蹴り上げ

る中国遊具チェンズで遊んでみる。

フィリピンでは、伝統的な舞踊を音

楽に合わせて全員で踊ってみる。

　ブラジルは、ピラニアの剥製や宝

石の原石や現地の通貨サンプルなど

を実際に触れてみる。

　聞いて・遊んで・踊って・触りな

がら学ぶといった、体感することで

世界がより身近に感じることの出来

る分かりやすい講座となりました。

（K.S）【12月6日】

した人達とお知り合いになれてとて

も有意義な時間を過ごすことが出来

ました。

【取材 横山正明さん】

　2012年10月24日から30日までア

メリカのワシントンＤＣで『国際育

成会連盟グローバル・フォーラム』

が開催されました。この大会は知的

障害の分野に関する様々な事柄を話

し合う会議で、40の国と地域の人た

ちが参加しました。

　私はこの大会に、全日本手をつな

ぐ育成会が発行している『ステージ』

の編集委員として参加しました。

　東日本大震災で被災した人達と協

力して新聞を作ったことや、原発事

故によって他の地方に避難している

人達を取材したことなどを発表しま

したが、会場の人たちは私たちの発

表に真剣に耳を傾けていました。

　発表会後はハンドダンシングや交

流パーティーがあり、各国から参加

ひびきの時間　〜戸一小訪問記〜

世界には素晴らしい仲間がいっぱい　〜国際育成会グローバル・フォーラム〜

さあ みんないっしょに フィリピンダンス！

ブラジルのめずらしい物がいっぱい

チエンズはけっこう難しいです

堂々とした発表風景

よく似合ってますね

世界中の仲間とともに

戸田を世界に　世界を戸田に

2 協会事務局　戸田市立教育センター３階　協会行事　協会までお気軽にお問い合わせください。　



　タイ料理教室に参加しました。先

生は佐瀬ジンタラーさんという、

とってもかわいらしい先生でした。 

メニューはお馴染みの「タイカレー」

に加え「ヤム クーン」というサラダ、

「かぼちゃとココナッツミルクのス

イーツでした。 

　カレーはグリーンカレーで、ココ

ナッツミルクになすと鶏肉がたっぷ

り入ったもので、まろやかさの中に

辛みがあり、タイ米にとても良く合

う味でした。 

　ヤム クーンはドレッシングのス

イートチリソースも作り、買ったこ

としかなかった私は「作れるんだ !」

と、感動してしまいました。このサ

ラダは一口目は甘いのですが、食べ

ているうちにどんどん辛くなってき

ます。でも美味しいので汗をかきな

がら食べました。 

　デザートはかぼちゃをココナッツ

ミルクと砂糖で煮ただけのシンプル

なものですが、サラダの辛さを緩和

してくれそうなやさしい甘さの温か

いスイーツでした。 

　親子で参加した人や男性も大勢い

て、おいしいタイ料理をいただきな

がらいろんな方とお話ができて、と

ても楽しいひと時でした。 　（ペト）

【12月2日・ビリーブ】

　戸田市国際交流協会の『日本語教

室バス研修旅行』に日本語教室のボ

ランティア先生たち、戸田市に住ん

でいる外国人と一緒に参加しました。

　今回は群馬ガラス工芸美術館、富

岡製糸場及びこんにゃく博物館の見

学に行ってきました。

　群馬ガラス工芸美術館では展示し

ている様々な工芸作品をみたり、自

分でガラスに絵を描いたりしまし

た。想像力豊かな展示作品を見るの

はすごく楽しかったです。

　富岡製糸場は大規模で歴史的な製

糸工場であり、明治時代は日本の経

済発展に貢献していたそうです。現

在は世界遺産に登録を申請中だそう

で、観光客誘致にいい影響になりそ

うです。見学してみて日本の製造業

の歴史について少し理解できまし

た。

　こんにゃく博物館では普段食べて

いるこんにゃくの原材料を見て、作

り方も少しわかりました。そしてこ

んにゃくを食べておいしかったで

す。

　お昼ごはんは「水澤亭」でうどん

をいただきました。初めて水沢うど

んを食べて、とてもおいしかったで

す。日本語教室の皆さんと会話がで

きて、お互いにより一層仲が良くな

りました。

　国際交流協会のスタッフと日本語

教室の先生たちのお陰で、充実した

一日を過ごすことができました。本

当にどうもありがとうございました。

【2012年11月11日】

タイ料理は美味しくてとってもヘルシー 　〜ワールドクッキング〜

楽しいバス研修旅行　〜武 云萍（ブ  ウンヘイ）さん～中国出身〜

ガラスに自分で絵を書く楽しさ

富岡製糸上前で参加者 61 名。ハイチーズ

レシピを確認しながら真剣な表情の参加者のみなさん

おいしい！

戸田を世界に　世界を戸田に

3TEL ０４８−４３４−５６９０ 事務局一同、心よりお待ちしております。



4 6月15日「TiFA　No.65」発行

　先日大学の授業で、浴衣の着方を教
わりました。着付けはもちろん、帯の巻
き方やたたみ方、さらには男性用の浴
衣まで扱いました。
　自分で浴衣や着物を着られる方は少
なくなってきてるように感じます（私
もそのうちの一人ですが…汗）。
　自分で着付けると苦しいということ

は全くありません。人に着付けてあげ
ることも可能です。なにより気分がい
いですよね♪
　日本文化を学ぶだけでなく、触れる
ことでより関心がわくと思います。日
本人でよかったなあ〜と思う場面もあ
るのではないでしょうか。
　今年の夏は自分で浴衣を着て、花火
大会や夏祭りに参加したいです。

（トリ）

◇◆ ◆◇TiFA 後記

日本語ボランティア募集

　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

す。あなたも始めてみませんか？

◆日本語教室見学会

木曜教室　5月30日、6月6日

　　　　　19時～ 21時

土曜教室　5月25日、6月1日 

　　　　　10時～ 12時

場　所　教育センター 2階会議室

申込み　希望日の前日までに協会へ

電話申込 ※費用無料

国際交流サロン

　市民と外国人の交流会です。

　3月30日(土) さよならパーティー

　4月13日(土) ウエルカムパーティー

　5月11日(土) 初夏の献立

　5月25日(土) おしゃべり

　6月29日(土) 生け花

　7月13日(土) 浴衣の着付け

時　間　午後１時から

場　所　障害者福祉会館　

　日中友好協会の中国語講座です。

期　間　3月14日〜7月25日、毎 週

　　　　木曜日全20回

時　間　【昼】午後１時〜３時　

　　　　【夜】午後７時〜９時

場　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

中国語講座

　災害発生時は、戸田市内に在住・

在勤している外国人への支援も欠か

せません。また、膨大な災害復旧・

復興活動のため、海外からのボラン

ティアの協力も不可欠です。そこで

協会では、災害時の外国人支援の充

実のため、「通訳・翻訳ボランティア」

への登録をお願いしています。

　登録方法や、平常時の活動内容な

どの詳細は、協会へお問い合わせく

ださい。

　私たちと一緒に「TiFA」を作っ

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。

木曜日
（午後７時〜８時30分）

土曜日
（午前10時〜11時30分）

   ① 5 月11日

 ① 5 月16日 ② 5 月18日

 ② 5 月23日 ③ 5 月25日

 ③ 5 月30日 ④ 6 月 1 日

 ④ 6 月 6 日 ⑤ 6 月 8 日

 ⑤ 6 月13日 ⑥ 6 月15日

 ⑥ 6 月20日 ⑦ 6 月22日

 ⑦ 6 月27日 ⑧ 6 月29日

 ⑧ 7 月 4 日 ⑨ 7 月 6 日

 ⑨ 7 月11日 ⑩ 7 月13日

 ⑩ 7 月18日 

広報ボランティアの募集

＊外国人の皆さん、一緒に日本語

を勉強しませんか＊

期　間　５月11日〜７月18日

場　所　教育センター２階会議室等

※費用無料

2013年度　1期

日本語教室　開講予定
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災害発生時の外国人支援
充実のため、通訳・翻訳
ボランティアの登録を

 こく さい こう りゅう

戸田を世界に　世界を戸田に

（公財）戸田市国際交流協会（TIFA）

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

広報ボランティアの募集お問い合わせ

 こう ざい と だ し こく さい こう りゅう きょう かい

ボランティアさん大募集！　

Ｔｉ
ＦＡの広

告を募集中ですＴｉ
ＦＡの広

告を募集中です

発行回数 年４回（6/15 号、9/15 号、12/1 号、3/15 号）     発行部数 各 43,000 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  他 

各号掲載料 （1）10,000円（縦７ｃｍ×横12ｃｍ）  （2）6,000円（縦7ｃｍ×横6ｃｍ）

「はじめてみませんか？国際交流ボランティア」「はじめてみませんか？国際交流ボランティア」
お気軽にお問い合わせください。（公財）戸田市国際交流協会  TEL：434-5690 担当：峰岸

し みん がい こく じん こうりゅうかい

がつ にち ど

がつ にち ど

がつ にち ど しょ か

ゆか た き つ

い ばな

こん だて

がつ にち ど

がつ にち ど

がつ にち ど

じ かん ご ご じ

ば しょ しょうがい しゃ ふく し かい かん




