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【日時】  10 月26 日～12 月21 日の毎
水曜日(11 月23 日は休み、他
に交流会開催予定)

　　　  午後6 時30 分～8 時
【講師】  楊　建敏（協会職員）
【場所】  さくらパル２階会議室
【対象・定員】  市内在住・在勤者及び
　　　　　　 協会会員15 人

【費用】  会員6,000 円 一般8,000 円
　　　  ( いずれも教材費含む)

【申込】  10 月1 日( 土) ～20 日( 木) 
　　　　費用を添えて申込  ※申込順

戸田市にあるカレー屋さん「グレートアジア」のシェフか
ら本格的なスパイスについて話を聞き、自分のお気に入りの
スパイス作りに挑戦します。さらにオリジナルチキンカレー
の作り方も教えていただきます。

【日時】  12月4日（日）　午前10時～正午
【講師】  ノニ ゴパルさん（インド）
【場所】  インド料理店『グレートアジア』戸田市上戸田5-3-1 2F
【定員】  20人
【費用】  無料　※スパイスを購入する人は要実費
【申込】  11月1日(火)～30日(水) 　 ※申込順

微笑みの国、タイから３品の料理を作ります。
メニュー：野菜たっぷりタイカレー／
　　　　 ヤムウンセン（春雨サラダ）／デザート

【日時】  11月27日（日）　午前10時～午後３時
【講師】  髙橋ニサラートさん（タイ）
【場所】  福祉保健センター　調理実習室
【対象・定員】  市内在住・在勤者及び協会会員25人
【費用】  会員1,000 円 一般1,500 円
【申込】  11月1日(火)～22日(火) 費用を添えて申込　 ※申込順

☆日本語教室見学会☆
【日時】　10 月13 日、20 日( 木) 午後６時30 分～９時または10 月15 日、22 日( 土) 午前９時30 分～正午
【場所】　さくらパル２階会議室 【対象】　日本語ボランティアに興味のある人※費用無料
【申込】　希望日の前日まで　

☆外国人案内ボランティア募集☆( 公財) 埼玉県国際交流協会
県では、東京オリンピック・パラリンピックに向けて外国人観光客などに対して県

の魅力を伝え、おもてなしができるボランティアを育成しています。
【対 象 者】 【対 象 者】 県内在住、在勤、在学の16 歳以上の人（語学力は問わず）、外国人（日本語

での説明がわかる人）。初級者向けの語学レッスン( 英語・中国語) あり
【募集期間】【募集期間】８月１日 ( 月 ) ～ 　　　　【会　   場】【会　   場】  県内４会場で開催
【申　   込】 【申　   込】 ( 公財 ) 埼玉県国際交流協会ホームページの申込フォームより 
　　　　　　（定員を超えた場合は抽選）※費用無料

【問 合 せ】 【問 合 せ】 同協会 TEL 048-833-2992   FAX 048-833-3291
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火〜日曜  8：45〜17：30
TEL 048-434-5690
FAX 048-441-0170
▼メール
tifa@msc.biglobe.ne.jp

▼ホームページ　
http://www1a.biglobe.ne.jp/tifa

▼フェイスブック　
https://www.facebook.com/toda.tifa

お 問 い 合 わ せ

日本語ボランティア募集

ワールドクッキング (タイ ) 国際理解講座 (インド・スパイスの話 )

中国語講座 (全８回 )
中国を学び中国文化にふれよう

外国語ミニ講座　　　　
各5回のミニ講座です(初心者対象)

◇◆編集後記◆◇
今年も夢と希望を胸に抱いた中学生が

リバプールに出発しました。島国で育っ
た子どもたちは異国の地で、環境や文化
の違いに驚き、視野を広げて、懐かしい
我が家に帰って来たことでしょう。一方、
開封に行く学生は定員に満たず中止とな
り、とても残念です。かくいう私も開封
に行った事がないので、子どもたちに勧
めることもできませんでした。というわ
けで、本号より開封のライブな情報を誌
面にてお届けしていきます。ご一緒に開
封の魅力を発掘していきましょう。　　　　　　　

（ＨＡＮＡ）

公益財団法人　戸田市国際交流協会
戸田市新曽南3-1-5 新曽南庁舎2F
（戸田市新曽南多世代交流館 さくらパル2F）

TODA INTERNATIONAL FRIENDSHIP ASSOCIATION
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戸田市に暮らす外国人住民との相
互理解を深める活動をする多文化共
生ボランティアの募集を今年の４月に
始めました。多文化共生は限定的では
なく、生活全般を横断的な視点で考
える必要があります。

「できる人ができる時にできること
を」することがボランティアとして初め
の一歩です。

「言葉がわからなくてコミュニケー
ションの難しさを感じながら住民とし
て暮らしている外国人は、お客様では
なく同じ地域に暮らす住民です。お互
い助け合い協力しあう大切さを感じて
ほしい」という強い思いからこの講座
は開かれました。

講師の開口一番、日本国の外国人、
そして外国人住民の定義とは何か？と
始まり日本に暮らす外国人とのコミュ
ニケーションのポイント・言葉の壁・
衣食住・学校・医療・宗教・婚姻・子
育て等多岐にわたりますが、国籍・言
葉の違い以外は大体、日本人と同じ

悩みですと話されました。
第 2 部は、ワークショップ形式で

多文化とはどういうものかを体験しま
した。参加者からは、

・とても面白いゲームだった。
・言葉の違い、コミュニケーション

の取り方の難しさを考えた。
・講座の内容はとても勉強になった。
・わかりやすい。また参加したい。　

他、多くの感想ご意見を頂きました。
多文化との共生を知り、多くの情

報を共有しあうことから始めましょう。
講座の受講にかかわらず、多文化共生

多文化共生ボランティア入門講座
７月10日〜さくらパル〜

【講師】新居みどりさん：NPO法人 国際活動市民中心(CINGA)コーディネーター

講師の新居みどりさん

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「平成 28年熊本地震」募金受付期間が延長されました 平成 29年３月 30日（木）まで

戸 田 を 世 界 に 　 世 界 を 戸 田 に秋 の 講 座 ・ イ ベ ン ト 案 内
今年のテーマはアジアン。語学から文化、料理まで、ちょっと旅に出たくなる講座です！

【場所】 さくらパル２階会議室
【対象・定員】 市内在住・在勤者及び協会会員26人
【費用 】 会員2,000円 一般2,500円

英語留学で人気のフィリピンを知ろう♪
❷ Magandang araw!
 　〜タガログ（フィリピン）語

【日時】 11月17日～12月15日の毎木曜日
　　　  (12 月15 日はフィリピン料理を作ります)
　　　  午後1 時30 分～3 時

【講師】  吉川エヴァンジェラインさん  
            （フィリピン）

【申込】  10 月15 日( 土) ～11 月13 日( 日)
　　　  費用を添えて申込　※申込順

ベトナムを知ろう♪
❶ Xin chao! 〜ベトナム語

【日時】  10月８日～11月５日の毎土曜日
　　　  午後6 時30 分～8 時

【講師】  ブィ グエン フォンさん
           （ベトナム）

【申込】  ９月15 日( 木) ～10 月５日( 水)
　　　  費用を添えて申込  ※申込順

協会もブース出店し
ます！みなさまのご
協力をよろしくお願
いいたします。

多文化共生に向けてボランティアの役割
～つなぎ役の重要性と必要性～

日本語教室

多言語情報
外国人相談

外国人の
地域参画

相互に
連携が必要

ボランティア

ボランティア ボランティア

多 文 化 共 生 と は多 文 化 共 生 と は

国 籍 や 民 族 な ど の 異 な る
人々が、互いの文化的ちが
いを認め合い、対等な関係
を築こうとしながら、地域
社会の構成員として共に生
きていくこと

（総務省 2006）

・未就園児～中学生まで外国人講師と楽しくレッスン♪英検・Jr. 英検も当校で受験可能
・2歳からの「プリスクールクラス (母子分離 )」1ヶ月間お試しコース受付中
・「大人の英会話倶楽部」毎週土曜日 15:00 ～、1レッスン 1,500 円 ( 税、教材費込 )

☆無料体験のお申込、お問い合わせは☆　　　0120-025-815
戸田市上戸田 3-26-21　常葉ビル 1F（上戸田郵便局並び）

  

ブルーライオン  イングリッシュ
English  for  all  children

とだ50祭

ボランティアへの登録が可能です。よ
り多くのみなさまの参加をお待ちして
おります。　　　　　　　　（まりも）



2 3

「戸田市中学生海外体験派遣団」  
【７月26日～オーストラリア（リバプール市・シドニー）へ～】

研修３日目はまず、リバプール市に新
しくできる施設へ行き、図書館見学など
をして、市民の為の工夫がとてもされて
いたことに驚きました。次に、アート・
センターに行き、リバプール市長、議長
と面会し、リバプールについてたくさん
話をしていただき、昼食も一緒にとりま
した。その後の教会見学後、ホストファ
ミリーと対面しました。ぼくはこの研修
で一番不安だったのが、このホームステ
イだったのですが、ホストマザーがやさ
しく接してくれたので、その不安もすぐ
に和らぎました。

４日 目 は、
議 会 場を訪
れました。リ
バプール市は
戸田市と違
い、議長では
なく市長が市
議会会議を
進行するとい
うことに驚き
ました。午後

寺山　真志（喜沢中学校２年）
僕は「異文化に触れ、もっと自分を

成長させたい」、「英語でのコミュニケー
ションができるようになりたい」という
思いがあり、この研修を志願しました。
選考会では、たくさんの志願者がいる
中でも合格でき、この研修への参加が
決まりました。事前研修では、本研修
へ向けての準備を整えていきました。そ
して、ついに本研修。僕は海外へ行く
のが初めてで、長時間飛行機に乗った
ことがありませんでしたが、機内がとて
も快適だったので気圧の変化に弱い僕
でも快適に過ごすことができました。

オーストラリアへ降りたった初日、と
ても肌寒さを感じながら、ブルーマウン
テンへ行きました。そこではトロッコに
乗ったりして、自然の壮大さを感じまし
た。その後、動物園へ行き、コアラや
カンガルーなどの有名な動物たちを目に
することができました。

北京 
●

西安
●

★
開封 上海　

●

皆さん、中国開封市をご存じですか？
昭和59年（1984年）８月21日に、戸田市と友好都市を締結し、33年目を迎えました。

＜締結の経過について＞
① 昭和56年（1981年）８月24日「戸田市友好都市選定準備委員会」を発足
② 昭和57年（1982年）４月　開封市に申し入れ
③ 昭和57年（1982年）７月　戸田市開封訪問友好代表団を派遣
④ 昭和59年（1984年）５月　戸田市友好代表団を派遣
⑤ 昭和59年（1984年）８月21日　開封市との友好都市締結調印を実施

開封とは？～その場所とその歴史～　
現代中国の主要都市のほぼ中央に位置する開封は、

【中国七大古都】( 西安・洛陽・北京・開封・南京・杭
州・安陽 ) の一つです。また、過去に魏（戦国時代）・
後梁・後晋・後漢・後周・北宋・金の王朝が都を置い
たことから【七朝古都】とも呼ばれています。特に北
宋時代 (960 年～ 1127 年 ) の開封は東京 [ とうけい ]
とも呼ばれ、政治、経済及び文化の中心地として栄え、
人口も 100 万人を超える世界有数の大都市でした。

友好都市紹介＜開封市＞連載（全３回）　第１回戸田市と開封市の歴史

国際交流サロン『藍染』
【６月11日～障害者福祉会館～】

「手軽に一品料理」中国の菜角（ツァイジャオ）を作ろう
地域ふれあい交流プラザ【６月４日～障害者福祉会館～　講師 事務局 楊さん】

中華料理『北京亭』
～戸田で味わう世界の味 Vol.14 ～

国際交流サロンでは、食事会をし
てから体験学習をしています。

左から４人目が易さんです

◇藍染を体験した感想◇
易
イ

　嘯
ショウウ

宇さん(中国)
とても楽しかった。ハンカチと

タオルを作った。初めて体験したが
想像よりうまく出来て良かった。先
生から教えていただいて、そんなに
難しくなかった。お昼に食べたハン
バーグと、四角い豆腐がたくさん
入った味噌汁が超美味しかった。

藍染はすごくいいものですよと僕
の友達にも教えてあげたい。

菜
ツァイジャオ

角ってどんな料理？

菜角は好みの野菜を刻んで餡とし、
小麦粉を熱湯で練り発酵後、小さく丸く
伸ばし、端が角（つの）のように見えるよ
う半月状に包んで揚げたもので、中国北
方地域で端午の節句に食べる料理です。

講座では皮を作り、いり卵・春雨・ニ
ラ・桜えびのみじん切りを中国の調味
料と混ぜた餡を、皮に包み油で揚げまし
た。苦心したのは包み方で餃子のよう
に包むのではなく、角を作れと指導され、
皆さん苦心しました。身が厚いもの、薄
いものも有り、作品は個性があふれた

戸田駅西口から徒歩約10 分、戸田
市消防本部から程近い「北京亭」を紹
介いたします。　

取材は土曜日。店に足を踏み込んだ
瞬間、ここは中国か？と思ってしまうよう
な空間。さらに、土曜日は混むという情
報はありましたが、まさか満席とは！

宴会や女子会に利用したい方は予約
は必須だと思いました。

そして、今回店内で忙しく接客されて
いたハルピンご出身の「張
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棟さん」
は戸田に来て7年。TIFA日本語教室で
日本語を勉強し、このお店で勤務されて
います。張さんオススメの北京亭の１品
は麻婆豆腐。四川風な味付けで、本場
中国で食べる麻婆豆腐と同じ味で、使
用している調味料や香辛料は中国から
取り寄せているので、納得の味です。私
も実際食べましたが、ビリっとしていて
辛すぎず、家庭で作る麻婆豆腐とは全
然違います。

その他、多種類のメニューがあり、万
人の胃袋を満足させてくれること間違
いなしです。

国際理解委員会の主な活動は、日本
語教室開講と日本語ボランティアの養
成、各国の料理を紹介するワールドクッ
キング、外国語講座、そして各国の様子
を紹介する国際理解講座の開催です。
講座を企画するにあたり、毎年どこの国
の料理にするか、皆さんは今どこの国に
興味があるのか、などなど…悩みつつ委
員会で話し合っています。

昨年ベトナムの料理や国の魅力をご
紹介いただいたブイ グェン フォンさん
も、今年は委員会に入って一緒に企画に
参加してくださって心強いです。是非、一
人でも多くの方に委員会、講座に参加
していただいて、一緒に楽しみませんか。
お待ちしております。

今年の講座予定は、ミニ講座(ベトナ
ム語、タガログ語）、タイの料理、そしてイ
ンドカレーとスパイスの魅力についてと
アジアの講座を考えています。

今回掲載の写真は、委員会の際に撮
影しました。（こんな感じで毎回話し合っ
ています）

「2016年イタリア中部地震救援金」募金活動実施中 協会行事　協会までお気軽にお問合せください募金受付　平成28年11月29日（火）まで 協会事務局　新曽南庁舎 2階

出来上がりになりました。
調理後の自己紹介で、台湾の方は「油

で揚げる料理は初めてです。日本に来
て調理方法を知りました」「皮がもちもち
して、桜えびの隠し味が美味しい」等々。
講師の楊さんから、河南省開封市の伝
統料理の胡辛湯を紹介したいと、インス
タントスープが出ました。胡椒がきいて
いて菜角と合うと話していると、他の台
湾の方から「父の手料理の味です」と感
激の声が。聞くと父親は河南省出身でし
た。中国、日本、台湾をつなぐ料理講座
となりました。　　　　　　　（まりも）

お店は開店してから、15 年を迎え、ま
すますリピーターの数を増やしているよ
うに見えました。まだこの味を堪能した
ことのない方もぜひ、足を運んでみては
いかがでしょうか！　　　　  （HANA）

中華料理「北京亭」
戸田市新曽1739番地
（戸田消防署斜め前）
TEL/FAX:048-431-0035
http：//todapekintei.jp

※営業時間(年中無休）
　ランチ　：11:00～15:00 
　ディナー：17:00～深夜24:00
 （ラストオーダー 23:30）  

五目チャーハン
と卵スープ！

インタビューに答えてくれた
張
チョウ

 来
ライドウ

棟さん

委員会リレー
〜国際理解委員会〜

寺山君とリバプール市長

リバプール市議場にて

清明上河図より

訪れたカスーラ高校では校内を回ったり、
歌の発表などをし、５，６日目はホスト
ファミリーと観光やショッピングなどをし
て過ごし、７日目は有名なオペラハウス
など、シドニー市内の観光をしました。

僕はこの研修に参加して、日本との
共通点、相違点をたくさん知ることがで
きました。2020 年、東京オリンピック、
パラリンピックが開催されます。その時
僕らは１８歳。世界各地からたくさんの
人が日本を訪れます。その時僕はこの
研修で学んだことを活かし何らかの形で
協力していきたいです。


