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土浦市・パロアルト市姉妹都市締結５周年

「日本／土浦まつり」に参加！
９月26日
（金）から10月１日（水）まで、土浦市市民訪問団
が姉妹都市アメリカ・パロアルト市を訪問しました。平成21
（2009）
年の姉妹都市締結から５年という節目を迎え、４年
ぶりに開催された「日本／土浦まつり」で多くの参加者に土浦
市のＰＲを行うなど、市民同士の交流を深めました。
◀総勢16名の市民訪問団がパロ
アルト市を訪問しました。

土浦市とパロアルト市との▶
市旗交換の様子

パロアルト市に隣接する名門私立
大学のスタンフォード大学

「日本／土浦まつり」
で日本伝統芸能・文化の披露や協会活動をＰＲ
パロアルトの抜けるような快晴の空の下、第２回目となる
「日本／土浦まつり」が開催されました。土浦市からの住職に
よる茶道や座禅の指導をはじめ、芸能団体関係者５名による
日本舞踊の披露、折り紙の指導などの日本文化を現地の人々
に体験していただき、理解を深めることができました。

座禅の参加者は、住職の講話にも耳
を傾けました。

また、地元の方々による和太鼓や盆栽、琴なども披露され、
まさに日本文化づくしの一日となりました。
中学生の交換交流事業から始まったパロアルトと土浦の交
流ですが、今後は、こうした市民間交流の機会を増やし、息
の長い交流をしていきたいと思います。
（９月28日）

パロアルト市民は、総合芸術として
の日本舞踊を堪能しました。

協会会員が指導した折り紙教室。
上手にできたかな？

会長あいさつ

土浦市国際交流協会
会長 瀬古澤 拡

平素より当協会の活動に対しまして、ご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げ
ます。気候の変化が特に大きいこの季節、皆様におかれましては、お体に気を付け
てお過ごしいただきたいと思います。
今年は日本各地で想定を超えた自然災害が起こり、甚大な被害をもたらしていま
す。防災に対する意識をさらに強く持たなければならないと実感します。また、外
国の方々とも、情報を共有することが今まで以上に大切になってきます。皆様の近
くに外国人市民がいらっしゃったら、ぜひ声をかけて、交流していただきたいと思
います。お互いを知ることが、日常生活のみならず防災に対しても大きな備えにな
るのは間違いありません。当協会でも、外国の方々と交流できるさまざまな行事を
設けて交流のお手伝いをし、お役に立ちたいと考えています。

Pick Up! ②

Pick Up! ①
平成26年度土浦市国際交流協会総会

カンボジア大使講演会

前年度事業報告と本年度事業計画を承認

カンボジアの歴史や現状を学習

ホテルマロウド筑波において、平成26年度総会を
開催し、平成25年度事業の報告と本年度事業の計画
についてご承認いただきました。昨年度事業につき
まして、皆様のご協力にお礼申し上げますとともに、
本年度もさまざまな事業への積極的なご参加をお願
いいたします。
（５月19日）

平成26年度総会の後に、カンボジア大使講演会を
開催しました。在日カンボジア大使館参事官のＣ . ソ
ティラ氏をお迎えして、カンボジアの過去や現在、
未来について講演いただきました。協会関係者に加
え市民の方々にも聴講いただき、カンボジアについ
ての理解を深めることができました。 （５月19日）

瀬古澤会長の挨拶

総会の様子

貴重な話を聞けました

真剣に聞き入る多くの聴講者

Pick Up! ③
かすみがうらマラソン姉妹都市・友好都市選手招待

姉妹・友好都市招待選手の激走に感動！
姉妹都市アメリカ・パロアルト市と友好都市ドイ
ツ・フリードリッヒスハーフェン市から１名ずつ、
マラソン選手を招待しました。当日は、市民の声援
の中、両選手ともすばらしい走りを見せてくれまし
た。また、滞在中は、そば打ちなどさまざまな日本 土浦小で給食をいただきました
文化を体験していただきました。
（４月17日～22日）

二人とも真剣な手つきです
２ The Ties of Friendship

マラソン前夜祭でのスピーチ
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先頭集団での力走 !!

土浦二高で琴を初体験

中高生からの熱い応援！

平成26年度後期事業（予定）

Pick Up! ⑤

Pick Up! ④
土浦キララまつり七夕おどりコンテスト

JICA筑波センター訪問

楽しく踊って特別賞を受賞！

世界各国の研修生とディナー交流

日本語教室生徒や協会会員を中心に、約80名で七
夕おどりコンテストに参加しました。今年から新し
い振付となり、例年以上に熱が入りました。参加者
からは、
「日本で良い思い出ができた」、
「来年も参加し
たい」などの感想が寄せられました。参加いただいた
皆様、ありがとうございました。
（８月２日）

参加者26名でJICA筑波センターを訪問しました。
センター内を見学した後、研修生８名と料理を食べ
ながら楽しく交流しました。アフリカをはじめ、東
南アジア、中南米出身の研修生それぞれの母国や研
修内容についてなど、興味深いお話を伺うことがで
きました。
（9月19日）

真夏の夜のダンス

踊り終えて、気分は最高！

楽しい時間を過ごしました

会話は尽きませんでした

Pick Up! ⑥
中学生交換交流事業パロアルト市受け入れ

両市の将来を担う子どもたちが楽しく交流
姉妹都市アメリカ・パロアルト市から生徒18名と
６名の引率者が来日し、土浦市に滞在しました。3
月に土浦市の中学生がパロアルト市を訪問して以来
の再会を喜び合っていました。今回が 2 回目の参加
という生徒もおり、両市の若い世代の交流が深まっ
ていることを実感しました。
（６月５日～15日）

バディと協力してそば打ち

内なる自己と向き合いました

日本語で自己紹介に挑戦！
制服で授業に参加しました♪

白熱 !! チーム対抗お箸ゲーム
The Ties of Friendship

一生忘れない貴重な思い出
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協会ホームページをご活用ください
協会が実施する各種イベントや講座に関することのほか、各事業
部会からのお知らせ、外国人の皆さんが日常生活をしていくうえで
必要な情報などが満載です。ぜひご活用ください。

（ホームページアドレス） http://www.tsuchiura-ia.jp/
【主な掲載内容】
■新着情報
協会が実施する各種イベントや講座などホットな情報を掲載。
■各事業部会からのお知らせ
４つの事業部会からのお知らせや各部会員への連絡などを掲載。
■活動報告
協会が実施した各種イベントや講座などの活動を写真付きで掲載。
■日本語教室
外国人のための日本語教室の案内や申し込みについて掲載。
■外国人向け生活情報
多言語生活情報や災害マニュアルなどの情報とリンク。

Information

～お知らせ～

に ほ ん ご きょうしつ じ ゅ こ う せ い ぼ し ゅ う

☆日本語教室受講生募集☆
つちうら

きょうかい

きょうさい

（土浦ユネスコ協会との共催）
がいこくじん
き そ
まな
に ほ ん ご
外国人が基 礎から学べる日本語
きょうしつ
じゅこう
う
つ
教 室です。受 講はいつでも受 け付
に ほ ん ご
まな
けています。日 本語を学 ぶほかに
たの
も楽しいイベントなどもありま
けんがく
す。まずは見学してみませんか。

ひる

ぶ

まいしゅうすいようび

■昼の部：毎週水曜日
13:30～15:30
よる
ぶ
まいしゅうもくようび
■夜の部：毎週木曜日
19:00～21:00
いっちゅうちくこうみんかん
■ところ：一中地区公民館
ひ
よう
つき
えん
だい
■費 用：月500円 テキスト代

☆新規会員募集☆

☆国際交流ボランティア募集☆

当協会は、国際交流・理解についての関心を高
め、国際化を推進するために各種交流事業や講座
など、さまざまな活動を行っています。現在は、
新しい感覚と活動力をお持ちの方を求めていて、
随時、会員を募集しています。入会を希望する方
は、お申し込みください。
■年会費：個人／3,000円
団体・法人／10,000円

あなたもボランティアとして協会の活動に参加
してみませんか。通訳・翻訳、ホームステイ・ホー
ムビジット受け入れ（家庭でできる小さな交流）、
イベントなどでお手伝いをしたという方（語学が
できなくても大丈夫！）は、登録をお願いします。
また、お近くに日本語が話せる外国人の方がい
らしたら声をかけていただけませんか。お待ちし
ています。

編 集
後 記

最近の報道では、訪日外国人観光客数が、か
つてなく増加していると言われています。土浦
にお越しになる外国の方々にも笑顔でお迎えす
ることが、「おもてなし」の第一歩と思います。
さて、今秋のカレーフェスティバルでは、２日
間出店します。笑顔でカレー販売と協会ＰＲを
しますので、皆様ぜひご来場ください。
（事務局）
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