
戸田市と開封市の友情がいつまでも続くように願っています

戸 田 を 世 界 に 　 世 界 を 戸 田 に
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～友好都市（中国）開封市青少年友好代表団来日～

秋 の 講 座 ・ イ ベ ン ト 案 内

秋のイベント・講座の参加者を募集中 韓国語・中国語講座協会賛助会員募集中 ワンナイトステイ受入家庭募集中4

ブルーライオン イングリッシュ
English for 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歳児からの「プリスクールクラス（母子分離）」1ヵ月間お試しコース受付中
・ 新規開講『大人の英会話入門』火曜日13:00～13:50、ダリア先生が担当します！

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

（公財）戸田市国際交流協会（TIFA）
こうざい と だ し こくさいこうりゅうきょうかい

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

0120-025-815

中国語講座（全８回）
～中国語を学び中国の文化にふれよう～

ワールドクッキング（ブラジル）

ミニ韓国語講座（全5回）
～チャレンジ韓国語～

10月2５日～12月１３日の毎水曜日 
午後６時30分～8時
(＊ほかに交流会も開催予定)
さくらパル　２階会議室
楊 建敏（協会職員）
　　 市内在住・在勤者及び協会会員15人　
会員6,000円、非会員8,000円

（教材費含む）※申込時入会可
10月1日（日）～10月20日（金）
費用を添えて申込　※申込順

【日時】

【場所】
【講師】
【対象・定員】
【費用】

【申込】

【講師】
【日時】
【場所】
【内容】
【対象・定員】
【費用】
【申込】

【講師】
【日時】
【場所】
【内容】

【対象・定員】
【申込】

【日時】

【場所】
【講師】
【対象・定員】
【費用】

【申込】

斉藤 シンチアさん（サンパウロ出身）
10月29日（日）午前10時～午後3時
福祉保健センター　調理実習室
３品（ムケッカ、パルミットのサラダ、プリガデイロ）
　　市内在住・在勤者、協会会員25人
会員1,000円、一般1,500円
10月１日（日）～10月22日（日）までに
費用を添えて協会へ　※申込順　

10月20日～11月24日（全5回）
毎週金曜日 午後７時～８時30分
※11月3日は祝日のため、休み
さくらパル　２階会議室
李 銀淑さん（全州市出身）
　　 市内在住・在勤者、協会会員26人
 会員2,000円、一般2,500円

（教材費含む）※申込時入会可
１０月13日（金）までに費用を添えて協会へ
※申込順

　７月の九州北部豪雨など改めて
自然の脅威に人間の無力さを重く
感じた。
　異常気象と片づけるには、被害
が大きすぎる。ボランティア活動に
行きたいがままならない。亡くなら
れた方々のご冥福を祈るのみだ。
　それにしても毎年異常気象が続
いている。地球温暖化だと簡単に
片づけて良いのだろうか。ついつい
自分に甘く冷房温度を下げていな
いか。温暖化防止のためにできる
事。今日からクーラーの設定温度を
１度上げた。                        （M）
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受入れ8家庭との対面式授業参観

給食の体験

◇◆編集後記◆◇

　7月6日（木）から7月11日（火）にかけて、来日した開封市青少年友好代表団（中学生14名・引率者5
名）が市内でのホームステイ（２日間）や、中学校への訪問等の友好交流を通して相互理解を深めました。

「笹目中学校訪問」　　　王 子晗　   開封市金明中学校
　私は日本の生徒と自分がどう違うのか、日本と中国の教育
や学校生活が似ているのかに興味が有りました。今回、笹目
中学校を訪問した後、私は「広い視野で物事を考える」という
ことに気が付きました。日本の学校は開放的で、生徒に何事
もやり抜く力と思考力を身につけるための教育を行っている
ことがわかりました。学校では生徒のプライバシーが守られて
いて、自分の見解を持ち、発言することもできます。授業中、
先生が単に教えるだけでなく、生徒も自分なりの視覚と理解
があると感じました。
　学校給食、全校生徒による歓迎会、吹奏楽部の演奏と全

校生徒の合唱
は皆 様のホス
ピタリティを感じ
ました。数時間
の学校訪問で
したが、学んだ
こと見たことは
私の生涯にお
いて貴重な体
験となりました。

「ホストファミリーへの手紙」　  張 熇　開封市金明中学校
　この２日間、ご家族の方の温かいおもてなしをほんとにあり
がとうございました。文化、食事、礼儀などの面では、日本と中
国は似通ったものがありますが、様々な日本の文化を体験し
てみたいと思いました。今回の日本訪問は私にとって、人生
における貴重な財産であり、豊かな経験にもなりました。皆様
の親切と友情は忘れません。
　これから、お会いすることがあれば、必ず、皆様方同様に、
おもてなしをしたいです。楽しい時間はあっという間に過ぎて
しまいますが、お別れするのがほんとにつらかったです。戸田
市と開封市の友情がいつまでも続くように願っています。

イ ウンスク ヨウ     ケンビン

◆太陽の国ブラジルの美味しいお料理を！◆

日本語教室見学会 国際ボランティア研修会
～おもてなしの英語～10月12日、19日（木）

午後6時30分～9時
または10月21日、28日（土）
午前9時30分～正午
さくらパル　２階会議室
日本語ボランティアに興味の
ある人※費用無料
前日まで

【日時】

【場所】
【対象】

【申込】

【日時】
【場所】
【講師】
【対象・定員】

【申込】

10月15日（日）午前10時～正午
さくらパル　2階会議室
芳賀 義信さん（大東文化大学第一高校）
　　 多文化共生ボランティア

登録者、ボランティアに興味の
ある人30人、申込順※費用無料

10月7日（土）まで

国際理解講座（ニュージーランドの話）

ピーター カラムさん
10月1日(日)　午前10時～正午
さくらパル　２階会議室
ニュージーランドの文化や景勝地の紹介を
やさしい英語で行います。英語に興味がある人は
ぜひご参加ください。　
　　40人　中学生も可　※費用無料
9月24日(日)まで　※申込順

◆ニュージーランドを見てみれば◆

ワン　   ズーハン チャン　 ハー

家族と団らん



　驚いたことは規模の大きさでした。訪れ
た金明中学の在校生徒数は小中合わせ
て8967人、教員の数は434人。敷地面
積は37300平方メートルと日本では到底
感じることのできないのびのびとした雰囲
気が漂っていました。小学校ではクラブ活
動、中学校では選択授業のようなものが
あり、1人1芸を持つという文化があるそう
です。歓迎会ではその成果を存分に披露
していただきました。

蘆田 紗和（学習院女子高等科３年）

　私たちの班の研究課題は、開封市の
ホームステイについてです。私たち12人
はそれぞれ8軒の家にホームステイをしま
した。この写真は私たちのホストファミリー
と一緒に撮った写真です。ホームステイを
する事で中国と日本の文化の違いを知り
ました。2日目の夜には家族ごとに屋台に
行ったり、屋形船に乗ったり、本当に楽し
い時間を過ごすことが出来ました。
　７月に戸田に来た生徒の家庭に滞在
でき、再会を果たしました。

横井 雪菜（淑徳高校２年）

　僕たちはブルーマウンテン見学→リバプール市
長との面会→ホストマザーとの出会い→学校訪問

→オペラハウス見学をした。特に楽しかったことは現地校の友達と
のふれあいであった。みんなで一緒にハンドボールをしているうちに
英語でたくさん会話することが出来た。ポケモンなどの共通の話題で
話が弾んだ。また、発見もあった。特に自然について、オーストラリア
は人の手を加えて自然を整備せず、例えばブルーマウンテンでは倒
木があってもほったらかしにするらしい。海も山もあり、現地の人は自
然と一緒に生活しているように見えた。最後に一つだけ驚いたことは
オーストラリアではカンガルーの肉を食べるということだ。カンガルー
を見てとてもかわいいと感じていただけに心が痛かったが、柔らかくて
美味しかった。たくさんの楽しみと発見、驚きのあった8日間だった。

木戸 郁（早稲田中学校2年）

　日中国交正常化45周年を記念し、日中友好交流都市中学生卓球交歓大会へ中国と友好都市関係にある日本各地の６７
の自治体の中学生が参加し、戸田市と開封市はそれぞれ２名の選手がチームを組んで、団体戦に臨みました。日中で67チー
ム、総勢268名が4ブロックに分かれ、戸田―開封チームはベスト8に入りました。

　料理長の陳さんは中国遼
寧省出身で、四つ星レストラ
ンの宴会担当のコック長とし
て活躍していました。台湾で
２年間修行していた彼は、3
年前に福満楼の料理長とし
て来日。忙しい日々を送って

います。日本語はまだよくわからないそうですが、陳
さんはとても研究熱心で味はもちろんのこと、飾り
にも凝り料理と共に楽しめます。
　おすすめの北京ダックは皮がぱりぱりしていて
濃厚でした。京醤肉糸（ジンジャンロース）は野菜
を巻いた春巻きに牛肉の
みそ炒めを乗せると独特
の香辛料と中華味噌が
混ざり風味が絶妙。また、
東北料理など初めて食べ
る料理は日本人にも合う
美味しさです。陳さんは「ど
れも本格中華として自慢
の品です。皆さん今までに
食べたことのない料理に
もチャレンジしてほしいで
す」とのことでした。

（まりも）

　戸田市は外国人が年々増加し、6,500人（8月1日現在）です。
私たちはその一部の方々からお話を伺いました。
　・日本に住んで困っていることを相談するところがない
　・子供を連れて参加できるイベントがなかなか見つからない
ということで、託児付き相談会を開催することにしました。
　当日は参加者が多く、短い時
間でしたが皆さんに喜んでいた
だけたので、継続できればと思
います。また、託児では市内で
活躍する、ぴあママの萩原さ
ん、かめや代表の青塚さんのご
協力いただきました。そして、テレビ取材の放映を見た方から数多く
の意見や声をかけていただきました。皆さんが少しでも日本での生活
が快適に過ごせるお手伝いができれば嬉しいです。

国際ボランティア委員会　横井 晴美

　私が最も驚いたことは交通事情です。
日本のバイクに似た電動自転車があり、
免許はいりません。北京では車はナン
バープレートの下一桁の数字で運転でき
る曜日が決まっていました。上海では車を
買うために抽選制で、当選率がかなり低
いそうです。ちなみに土日は規制がないの
で私たちの研修の時も道路は大渋滞で
した。人口過多の対策は交通にまで及ん
でいることに驚かされました。

西岡 亜也佳（淑徳高校２年）

　今回は初めて会う開封市の中学生とチームを組んで卓球交歓大会に臨み
ました。最初はとても緊張しましたが、１試合目が終わるころには同じ仲間という
意識に変わり、その後は力を合わせて連勝し、決勝トーナメントに出場することが
できました。卓球以外でも夜遅くまでトランプをしたり、万里の長城を観光したり
とても楽しい時間を過ごすことができました。中国の卓球のレベルの高さや、友
達の優しさ、大らかさを実感した６日間でした。

 萬 駿介（笹目中学校２年）

3外国人防災訓練（12月開催予定） 国際交流サロン2協会事業に関するお問い合わせ 協会事務局　TEL 048-434-5690

リバプール市へ１９名・開封市へ１２名の団員が参加しました 【8月3日から8日～中国・北京～】

【7月25日から8月1日～オーストラリア（リバプール市・シドニー）～】 【７月２５日から７月３０日～中国（開封市）～】

青少年代表団海外交流派遣事業（開封市）  ～班ごとの研究課題発表～

中学生海外体験派遣事業（リバプール市）  ～オーストラリアでの8日間～ 

台湾料理『福満楼』
戸田で味わう世界の味Vol.15

多文化交流ひろば 国際ボランティア委員会
【7月9日～上戸田地域交流センター（あいパル）】

国際交流サロン浴衣の着付け 市民交流委員会
【7月1日～障害者福祉会館】

日中国交正常化45周年記念事業　友好都市中学生卓球交歓大会

Ａ班「中国と日本の学校の違い」 B班「ホームステイについて」 C班「驚き発見！」

◆多文化共生　　◆親子で一緒に国際交流

平成２９年度派遣事業の報告

　中国に行く前に私は、楽しみな気持ちもありましたが、とても不安な気持ちも
ありました。初めての海外で、言葉も通じないので、どうしたら良いかと思ってい
ました。しかし、心配は必要ありませんでした。開封市の中学生と卓球を通じてと
ても仲良くなることができたし、中国や日本の選手のプレーを見てとても良い勉
強にもなりました。また、機会があったら次はぜひ開封市にも行ってみたいと思
います。

 根本 瑞希（戸田中学校２年）

皆さんは嬉しそうに浴衣の着心地を楽しんでいました。

住　　所 ： 戸田市新曽161-1ニッケンビル1F
電　　話 ： 048-446-9377
最 寄 駅 ： 戸田駅東口から徒歩4分
営業時間 ： （年中無休）11:00～15:00  17:00～23:00

京醤肉糸

左から　萬選手、根本選手、張選手、牛選手

混合ダブルス（奥左は根本選手、右は張選手）

校内見学の時に（後列中央が木戸くん）

北京ダック

きど 　　 かおる

あしだ


