
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）

青少年代表団海外交流派遣事業（中国・開封市）
主管：公益財団法人 戸田市国際交流協会　協力：戸田市・戸田市教育委員会

さあ、一歩飛び出そう今年は最高の　　
夏になるよ

戸 田 を 世 界 に 　 世 界 を 戸 田 に

1派遣事業に関するお問い合わせは協会まで 詳細・募集は市広報5月1日号に掲載予定です。協会ホームページのURLが変更になりました！ http://www.toda-tifa.jp/4

戸田 バレエサークル「ナーティ」 子供英語教室

Blue Lion English

☆ 無料体験のお申込、お問合わせは ☆
☆ 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://www.toda-tifa.jp/

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

お 問 い 合 わ せ

0120-025-815
090-3451-1064

　私は西アフリカにあるベナンという国
から参りました。去年の９月の終わりに札
幌市から戸田市に引っ越しました。４カ月
間を戸田市で暮らして、分かったのは生
活するのに難しい事は人々との交流方法
です。嬉しいことに戸田市国際交流協会（
TIFA）が日本人と外国人の交流のために
あります。この協会は、外国人のためすべ
て必要な情報を提供しています。外国人
で、戸田市に住んでいるならどんな事で
あろうとTIFAに行ったら、どうするか分か
ります。皆様是非TIFAに入りましょう。　

（ADE）
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◇◆編集後記◆◇

外国人を対象とした弁護士による法律相談を始めています。
【日　時】 毎月第2水曜日、14：00～、15：00～、16：00～の1日3回　
 ※要予約、前日12：00まで

【場　所】 新曽南多世代交流館内 国際交流協会事務所
【対　象】 市内在住の外国人住民 
【費　用】 無料。英語、中国語の通訳あり。
 その他の言語は相談に応じます。

外国人住民のための法律相談

◆受け入れる研修生
海外で日本語教師をしている
外国人研修生（日本語OK）

◆受入期間
土曜日から日曜日にかけての1泊2日

◆申込・登録（※費用無料）
受入に必要な条件等お気軽に
協会にお問い合わせください。
※受入条件あり、少額謝礼あり

平成30年度
受入希望プログラム

＜平成30・31年＞  
  6月23日～24日
  7月21日～22日
11月  3日～  4日
  1月26日～27日
  2月  9日～10日

◆日本語ボランティア養成講座
【日　時】4月21日（土）午前10時～正午
【講　演】荒川 洋平さん（東京外国語大学教授）
【申　込】4月18日（水）まで

◆日本語教室見学会
木曜教室  5月31日、6月7日　
　　　　  午後6時30分～9時
土曜教室  5月26日、6月2日　
　　　　  午前9時30分～正午

【申　込】希望日の前日まで ※費用無料 
【場　所】さくらパル 2階会議室

※写真はイメージです

ワンナイトステイ受入家庭募集中！！ 日本語教室ボランティア募集!!
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戸田市の
姉妹都市・友好都市である

オーストラリア・リバプール市と
中国・開封市

TIFAでは、それぞれの都市に
中学生（リバプール市）

中・高生（開封市）の派遣事業を
行っており、今年も実施します

（７月末予定）

派遣費用の一部を協会が負担します。

市役所
集合・解散
だよ

中 国

出国
リニアモーターカー、豫園
上海雑技団、外灘夜景
上海環球金融中心
開封市歓迎夕食会
【ホームステイ】
学校訪問
開封市内見学
【ホームステイ】
少林寺、河南博物院
万里の長城
天安門広場、故宮
帰国（羽田）

事前研修・結団式

事後研修・帰国報告会

1日目

2日目

3日目

6日目

4日目
5日目

※日程案

セントルークス教会
（リバプール市）

絵・百田まどか

鉄塔

万里の
長城

少林寺

上海

オペラハウス

ブルーマウンテン

大人の初級英会話クラスは火曜日午後1時～

3才～小学生6年までリズムに乗って楽しくバレエのレッスン♪
サークルなので気軽にバレエを始められます。
自然と姿勢も良くなり、スタイルUP♪

上戸田地域交流センターあいパル3階

木曜日16:00～、17：00～、17：50～の3クラス

あらかわ ようへい

オーストラリア

出国
ブルーマウンテン
動物園見学

シドニー見学
帰国

ホストファミリーと行動
【ホームステイ】

現地校体験
リバプール市訪問
【ホームステイ】

事前研修・結団式

事後研修・帰国報告会

1日目

2日目

7日目
8日目

5日目
6日目

3日目
4日目

※日程案



　私たちは日本語教室バス研修旅行に行きまし
た。成田山新勝寺はちょうど「七五三」のお祝い
の参拝で混雑していました。その次は航空科学
博物館を見学しました。フライトシミュレーターもあ
りました。飛行機の中を見たりして、楽しかったで
す。いろいろ体験できたのが最高でした。空港の
近くで飛行機の離着陸も見えました。初めて行っ
て良かったと思います。皆様と一緒に充実した楽
しい一日でした。　　　　　  （中国出身 宮 玥）

　レイア先生は表情が豊かで、声もとおりとても聞きやすい英語で話し、授
業も子どもが大好きなゲームや歌、体を使うアクティビティばかりで、参加し
た子どもたちは飽きることなく楽しんでいました。

＜参加者からの感想＞
・レイア先生はかわいい。　・教え方のテンポがよく大人も引き込まれた。
・恥ずかしがっていた子どもも積極的に参加できた。
・受け身になりがちな英語教育も子どもが楽しめるように工夫されていた。
・幼児にも分かりやすくて良かった。　・来年も参加したい。

　今年は中国、
メキシコ、タイ出
身の皆さんが、
着物の着付けを
体験しました。
　どの着物も美
しく、帯との組み
合わせ、帯の結

び方で更に華やかになります。
　着付けをしてもらう間も、初めての体験に興味津々で、先生に
色々質問していました。着物姿に映えるように髪型もアップにして
完成です。
　「来年は、あの着物が着てみたいです」などという声も聞かれ、
参加した皆さんは、すっかり着物に魅了されたようです。

　国際交流とお茶会。少々敷居の高い事を
ダブルで体験しました。合理的に省略された流
れるような作法に目を奪われつつ薄茶を堪能。
　「茶道は元々中国を源としてるのです」と
の、お茶の先生の言葉に「日本では、こうやっ
てその古い伝統を大切に繋げていますね」と、
中国から来た女性が、にっこり返答。お互いの
文化への敬意にこそ、「一期一会」の精神の
一端を感じ、足がかなりシビレましたが、心もシ
ビレました。　　　　　　　　　　   （太桃）

2年1組　吉田 渉之佑
　僕は3daysに来るまでここを知りませんでした。
初めて聞いた時は何をするのかわからず不安でし
たが、協会の方々が丁寧に教えてくださり、非常
に価値のある3日間を過ごすことができました。
　中でも一番心に残ったのは1日目と2日目での
ポスター製作でした。最初は緊張していて何を書
けばいいのか分からなかったけれど、作ってみると
とても面白く、楽しみながらポスターを製作すること
ができました。
　2日目後半と3日目は協会事業の発送用の封
筒作りを手伝いました。数が多く、混乱しそうだっ
たけれど澤畠君と協力し、期日までに終わらせるこ
とができました。
　ここで、3daysをすることができて本当に良かっ
たです。戸田市国際交流協会の皆様、誠にあり
がとうございました。

2年3組　澤畠 空也
　僕は、さくらパルと、TiFA会報紙の
ことは知っていましたが、TiFAを作って
いるのが戸田市国際交流協会だとい
うのは知りませんでした。最初は、名前
を聞いても、なにをする仕事なのか、分
からず不安でしたが、職員の皆様が優
しくしてくださり、緊張や不安もなくなっ
ていきました。
　戸田市国際交流協会では、戸田市
に住んだり、戸田市で働く外国人に、
日本文化や日本語を教えたりしてい
る、外国人との交流が多い仕事でし
た。今まで外国人との交流はあまりな
かったので、少しでも役に立ててよかっ
たです。3日間も貴重な時間をありがと
うございました。

左が吉田さん、右が澤畠さんです。

3ワンナイトステイ受入家庭募集中 日本語教室ボランテイア募集23/24「ミニ国際交流フェア」（第2回さくらパル祭りにて）開催 みんな集まれ！国際交流の輪

国際交流如月茶会　【2月3日 文化会館・展示室 不言亭】

中学生社会体験事業 ３days　【11月１５日から１７日まで】

　まず、戸田市で起きる自然災害の中
で、大きな被害が出るかもしれない洪水と
地震についての話がありました。参加者
は画像やそれぞれの国の母国語で書か
れたハザードブックを見ながら説明を聞い
ていました。洪水や地震が起きたらどのよ
うな行動をとればいいのか、そして、もし避
難しなければならなくなった時のために、
地図で避難所の確認をしました。

】「外国人防災訓練」　【総務委員会 12月2日 さくらパル】　

「日本語教室バス研修旅行」　【国際理解委員会 11月12日 成田方面】

　次に、１１９番への通報の仕方や救命
処置の方法の講習を受けました。１１９番
通報は何秒で要件を話せるかタイムを
計って行い、短いタイムが出ると盛り上
がっていました。
　救命処置では胸骨圧迫の仕方と
AEDの使い方を教わりました。胸骨圧迫
は思ったより力が必要で、終了後は息を
切らしている参加者が多く見られました。

　最後に消火器の使い方です。「火事
だー。」と声を出してから的を目掛けて
消火しました。皆さん大きな声が出てい
ました。
　短い時間に盛り沢山の講習でした。
　参加者の方々から、「初めての経験ば
かりで楽しかった」「通訳があったのでよ
かった」「災害が本当にあったら怖い」な
どの感想がありました。              （yuki）

委 員 会 の 活 動 報 告
「小学生英語の模擬授業体験」　【国際ボランティア委員会 １月14日 さくらパル】

「国際交流サロン 着物の着付け」
【市民交流委員会　1月27日 障害者福祉会館】

委 員 会 の 活 動 報 告

長畑さん 関さん
（委　員） （ボランティア）

稲葉さん 賀川さん 安藤さん 山野さん

AEDの使い方

茶道体験 不言亭にて

ハザードマップのチェック

フィリピン出身のレイア先生

委員会リレー
～市民交流委員会～

　現在、国際交流サロンの活動は、人気のある浴衣、和服の
着付け、藍染めなどを行っています。お正月は新年会で集まり、
雛祭りには桜もちを作ります。
　国際交流協会が出来る前から始めて２３年、かつて戸田市
に住み、日本語を学んで帰国したサロン仲間が、来日するとサ
ロンに顔を出すこともあり、ボランティアを喜ばせてくれます。こ
のサロンは、誰でも参加できます。お待ちしています。
　くわしいことは、協会事務局にお聞きください。

　お二人が製作したポスターは、
さくらパル2階の談話コーナーに
展示してありますので、皆さんぜ
ひ見に来てください。


