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こう えき ざい だん ほう じん

公益財団法人

備えあれば憂いなし

と

【資

格】 TOEIC600 点以上で、パソコン
（ワード、エクセル）ができる人、
青少年派遣で海外出張あり。

秋 の 催し 物

【内

容】 一般事務

【雇用期間】11 月1日〜平成 31年 10 月31日
※条件により更新可
【勤務時間】 週 5 日、
午前 8 時 45 分〜午後 5 時 30 分
※シフト制、土・日曜日の勤務あり。
月曜日定休
【賃

金】 月額 168,600 円 ※手当有

【選

考】 書類選考および面接審査

申込 9 月 30 日（日）までに履歴書を協会へ
※郵送不可

講座名
外国語講座（英語）
場所：さくらパル
2 階会議室

と

き

for

容

対 象・ 定 員

費

用

10/3 〜 11/21
市内在住・
Let's talk about Japan in English
会員 4,000 円
（全８回）
在勤者
講師：吉川 エヴァンジェラインさん
一般 5,000 円
毎週水曜日
及び協会会員
（教材費含む）
9/26（水）までに費用を添えて協会へ
18:30 〜 20:00
26 人

得意な人もそうでない人もできる
国際ボランテイア研修会
市内在住・
おもてなし英語
おもてなしの英語
10/21（日）
在勤者
講師：清水 由美子さん
場所：さくらパル
14:00 〜 16:00
及び協会会員
（公財）柏崎地域国際化協会事務局長
2 階会議室
30 人
9/15（土）〜10 月 14 日（日）

all

children

・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 歳児から「プリスクールクラス（母子分離）」1 か月間お試しコース受付中
・新規開講「ベビークラス」水曜日 11：00 〜 11：45、カール先生が担当します！

☆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）

日本語教室は９月 22 日（土）から始まります。

4

No.86

こく さい こう りゅう きょう かい

戸田市国際交流協会

し にい ぞ みなみ

にい ぞ みなみ ちょう しゃ

（戸田市新曽南多世代交流館 さくらパル2F）
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戸田市青少年海外交流派遣事業（中国・開封市とその周辺都市）
〜身も心も最高に熱い夏でした！〜【7 月 24 日〜 29 日】
上海雑技団の演技は素晴らしく、とても
人間とは思えないほどでした。圧倒的な技
の数々を観ているうちに、時間があっとい
う間に過ぎました。
慶應義塾志木高校 岡野 太一

万里の長城――八達嶺長城は、入った
らすぐ東と西に分かれる道があり、入って東
は女坂、西は男坂と呼ばれています。私は
男坂を登りましたが、とても疲れました。
実践女子学園高校 深艸 楓

上海浦東空港から市街を結ぶこのリニアモ
ーターカーは、最高時速がなんと 400 キロ
以上！
！リニアに沿って走る電車だと、１時間
かかる距離をたった７分で結んでいます。
新曽中学校 中村 哲人

少林寺拳法がカッコ良かったです！
戸田中学校 宮崎 優

◇◆編集後記◆◇
中国の方と関わることが多いので、話題作り
にと太極拳を習い始めました。太極拳と言え
ば、中国の歴史ある武術だということ、公園
で朝日を浴びながら練習をしている光景が思
い浮かぶ程度でした。しかし、あのゆっくりと
した動作には健康のためにとてもよい効果が
あることを知りました。柔軟性を高める、筋
力アップ、身体の歪みを伸ばしたり調整したり
する、バランス感覚を高め転倒のリスクを低
下させる、また神経のコントロール強化もあ
り睡眠の深化が期待されるようです。残念な
がら、今のところ、太極拳で話が盛り上がっ
たことはありませんが、身体にいいこと盛り
沢山なので続けていこうと思っています。そ
の内、詳しい方に出会えるかもしれません。
（ｙｕｋｉ）

皆さんのご参加をお待ちします。

会報 TiFA

無料

ハワイ料理（カルーアポーク、
市内在住・
ロミロミサーモン、ココナッツプリン）
ワールドクッキング
10/28（日）
在勤者
会員 1,000 円
講師：ワタライ パトリックタカオさん
場所：福祉保健センター 10:00 〜 14:00
及び協会会員 一般 1,500 円
申込：10/2（火）〜 20（土）までに
25 人
費用を添えて協会へ

ブルーライオン イングリッシュ
English

内

し

と だ し にい ぞ みなみ た せ だいこうりゅうかん

春秋左氏伝にこの有名な故事があります。春秋時代、晋・宋・斉など十二国の連合軍が、鄭へ攻め入ろうとしました。鄭
は直ちに十二国で最大国の晋へ和睦を願い出て、晋はこれを受け入れ、他の国も進軍を取りやめました。鄭は晋へお礼とし
て大量の貢物を贈り、大いに喜んだ晋王は、財物を家臣と山分けしようとしました。しかし、家臣・魏絳はそれを固辞し、国
王へ『晋国が今たいへん順調な時だからこそ、常に将来の危険を思い起こすべきです。警戒心があってこそ準備することが
でき、有事に備えて危機を避けることができます』と直訴したのです。
平時における備えの重要性を説いた『安きにありて危うきを思う（居安思危＝こあんしき）
』は、防災や危機管理の心構え
を表現した成語です。
災害そのものを防ぐことはできませんが、私たちの努力次第で被害を減らすことはできます。自分の命を守る「自助」と
隣近所で助け合う「共助」
、そして、行政の「公助」がしっかりと連携することで、被害を最小限にとどめることができ、災
害から大事な命を守りましょう。
「自助」
： ● 防災グッズの備蓄（３日分）
● 家具などの転倒防止対策
● 避難場所の確認
● 災害用伝言サービス利用
● 親戚や知り合いの連絡先の確認
● 広報、ハザードマップを確認する。
● 災害時の家族間の連絡・行動のシュミレーション
「共助」
：● 日ごろから隣近所の皆さんと声を掛け合い、災害時に助け合う関係を作る。
● 町内会が行う防災訓練などの活動に積極的に参加する。
「公助」
：市では、災害に備えて、様々な計画や事業を展開しており、防災情報の提供、防災備蓄品の整備、防災体制の強
化に努めています。

【募集人数】 1人

だ

戸田市新曽南3-1-5 新曽南庁舎2F

「居安思危（こあんしき）思則有備（しそくゆうび）有備無患（ゆうびむかん）
」
（安きにありて危うきを思う 思えばすなわち備えあり 備えあれば憂いなし）

国際交流協会 臨時職員募集

だ

と

天安門広場では、１９７６年に亡くなっ
た毛沢東のご遺体を一目見ようと観光客
が多く来ており、
長蛇の列が出来ていました。
団体観光客は、入場の際には精密検
査はありませんが、個人として訪れる場合
は、
厳密な検査があるそうです。中に入ると、
人民英雄記念碑や、中国国家博物館など
があり、見どころが満載です。
不動岡高校 毛塚 心優

北宋時代の都の様子を再現した清明
上河園。いろいろなイベントをやるテーマ
パークになっている。
立教新座高校 鴨下 響
秋のイベント・講座の参加者を募集中

ホームステイ先の周靖旻くんと。開封
市特産のスイカを、まさかの真半分２つ
切り状態で出される。甘かった。
戸田中学校 齋藤 貴啓
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外国人防災訓練 12 月２日（日）10 時 〜 12 時

戸田市中学生海外体験派遣事業
【オーストラリア・リバプール市、シドニー
オースト
ラリアに到
着して、最
初に訪れ
た の はシ
ドニーワイ
ルドライフ
動 物 園 だ。
コアラやカンガルー、ウォンバットなど現地
の野生動物に間近に触れることができた。
その後リバプール市内の施設を案内してい
ただいた後、カシューラパワーハウスに移
動した。この建物は 1976 年まで実際に
稼働していた発電所で、現在はアートセン
ターとして利用されている。歓迎夕食会に
ホストファミリーとの初対面、そして送迎会
と私達のリバプール市との交流はここから
始まり、ここで別れを惜しんだ。私達を温
かく迎えてくださり、本当に皆心優しいリバ
プール市の方々と出会えたことを嬉しく思う。
日本女子大学附属中学校 渡邊 さくら

中国のご当地ちまきを作りました！
障害者福祉会館 料理実習室】

中国で毎年旧暦の端午の節句（今年は6 月18 日）
に
食べるちまきは、
地域によって作り方や中身が違います。
今回は、
張氷さんに豚バラ塊と落花生の小脚（纏足の形）
ちまきを、
黄秀紅さんに棗（ナツメ）
のちまきを紹介していただきました。
あらかじめ下ごしらえをした具を丸めた竹の葉のカップに入れて包み、
タコ糸で縛るだけですが、なかなか上手くいきません。お二人の熱心な
ご指導で最後にはコツを覚え、どうにか形になりました。
粽づくりの名人 張さん
オペラハウスの前にて

シドニーでは古くからの建物をたくさん見
ることができました。
クイーンビクトリアビルディングではお店
がたくさん入っていて見ることができません
でしたが、外観を楽しむことができました。
オペラハウスの周辺は海に囲まれていて
たくさんの人が集まっていました。見る角度
によって見え方が違うのでポストカードも
色々な種類がありました。
日本とは異なる街並みで楽しむことがで
きました。
美笹中学校 中井 渚

試食会＆交流会

7 月 12 日から17 日まで開封第二十七中学校の生徒 16 名と引率者４名が来日。
日本の生活や文化のふれあいを通し、友好・相互理解を深めました。
（太桃）

試食会では、出来立てのちまきに舌鼓。バラ肉のジューシーさ
と落花生のホロホロ感の相性の良さ、後を引く棗の上品な甘さが
大好評。思いがけず黄さんの艶やかな演歌と声楽家の鄭さんの
美声も堪能させていただき楽しいひと時を過ごしました。 （太桃）

大学の音楽講師だった鄭さんの流石の美声

バラ肉塊と落花生のちまきの作り方（12 個）

材料：a( もち米 4 カップ バラ肉塊 850g 落花生（バターピーナッツ可） 150g )
b( 醤油 125cc 料理酒 大さじ 1 砂糖 大さじ１強 鶏ガラスープの素 大さじ半分 )
竹の皮 24 枚（中国物産店にて購入可） タコ糸 60cm × 12 本
作り方：①もち米と落花生に水（2.5 カップ）を入れ一晩置く。バラ肉塊も一口大に切り、b を混ぜ一晩置く
②翌日、水を切った a に b を汁ごと混ぜる。
③竹の皮を洗い、二枚重ねで図のように包み、タコ糸で縛る。
④圧力鍋で蒸気が上がってから 40 分、蒸し器では沸騰してから弱火で 3 時間蒸す。
◆竹の皮の包み方

①洗った竹の皮を二枚重ね
てそこに穴が開かないよ
うにカップ状に丸める

②８分目まで具をしっかり
入れる
入れすぎないように注意

③上部分の両端を中に折り
込む

戸田市多文化共生推進計画
策定市民会議がスタート
【6月19日

初めてだけど楽しい !!

很漂亮！
（綺麗ね！）
1 日目：12 日（木）茨城空港着
戸田市長・市議会議長表敬訪問
歓迎夕食会・ホームステイ

2 日目：13 日（金）消防本部見学・ボートコース見学・戸田中学
校の訪問・彩湖自然学習センター見学・ホームステイ

ホストファミリー宅に
ホームステイ体験

５日目：東京ディズニーランド 観光
6 日目：茨城空港から帰国

3 日目：14 日（土）箱根・大涌谷 観光
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http://www.toda-tifa.jp/

戸田市では、増加する市内在住の外国人と市民との共生を考え、より良
い市民生活にするために学識経験者を招き、戸田市国際交流協会の各委
員会委員及び事務局職員、在住外国人、公募市民、諸団体の１５名で構
成する市民会議が開かれました。
今後、多文化共生に関する市民意識調査を踏まえ、様々な意見のもとに
互いの文化に対する相互理解と交流を深めるための計画を作る予定です。
（まりも）
毎月第２水曜 14:00 〜 17:00

⑤水道栓にタコ糸の端を結
びちまきをしっかり二重に
縛り、タコ糸を結ぶ

総務委員会は
「外国人による日本語スピーチコンテス
ト」と
「外国人対象の防災訓練」を行っています。スピー
チコンテストのテーマは自由で、身近な題材で行われて
います。防災訓練では通訳ボランティアの方が理解で
きない事項については説明してくれます。戸田市役所
危機管理防災課、戸田市消防本部、蕨警察署の方々
が実技を行いながら説明してくれます。日常生活で困っ
ている事なども質問でき、有意義な時間を過ごす事が
できます。是非、多くの方の参加をお待ちしています。
総務委員会は平成８年 10 月１日、
「戸田市友好都
市交流協会」が設立された協会内部に設置され、協
会の法人化について検討を行ってきました。そして平成
11 年３月１日「財団法人戸田市友好都市交流協会」を
設立。現在の公益財団法人戸田市国際交流協会です。

市役所5階会議室】

多文化共生会議

外国人住民のための法律相談

④ 蓋をして余った皮を後ろ
に回して形を整える

委員会リレー【総務委員会】

4 日目：東京見物（科学未来館・
お台場・浅草寺・皇居など）

！
プ
ン
ャ
ジ
で
富士山の前

日本語教室ボランテイア募集

料理も歌も上手な黄さん（右端）

柔らかい心で感じる日本体験

【友好都市中国・開封市青少年友好代表団の来日】

神業のピアノ演奏

【6月16日

7月23日〜30日】

ブル ーマ
ウンテンは、
シドニーな
どの都会と
は一転し自
然豊かな場
所です。
様々
な種類の
ユーカリの
木は日本で
はなかなか
見ることが
できないで
しょう。とても興味深かったです。倒れ
たままになっている木がいくつかありまし
た。日本ではあまり見かけることは少ない
でしょう。これはできるだけ自然のままに
するという、大自然そのものを尊重する
ものだと思います。今ある自然をこれから
も残していく、自然豊かな国でした。
喜沢中学校 原田 織帆

同じで違う?!

地域ふれあい交流プラザ
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今井書記

山本副委員長

詳しい事は事務局へ

齋藤委員長

TEL 048-434-5690

