土浦市国際交流協会会報

～ Established in 1992 ～

Tsuchiura International Association
会員数

個人／126

－平成27年度中学生交換交流事業－

姉妹都市アメリカ

団体／15

法人／19
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パロアルト市で中学生が貴重な経験 !!

土浦市の中学２年生15名が、３月12日から22日までの11日間、
姉妹都市のアメリカ・パロアルト市を訪問しました。現地では、
ホームステイをしながら中学校での授業体験や市議会訪問、
市内や近郊の見学などを行い、お互いの交流を深めました。

▲中学校を訪問して授業体験をしました♪

▲市議会に招待されました

▲広大なスタンフォード大学

▲世界遺産ヨセミテ国立公園

▲６月の再会を誓いました

～姉妹都市アメリカ
パロアルト市の紹介～
パロアルト市は、サンフランシスコの南約56km、半
導体企業の集積で有名なシリコンバレーの北部に位置し
ています。市内には、ヒューレット・パッカード社（コ
ンピュータ関連機器製造）やテスラモーターズ社（バッテ
リー式電気自動車および関連商品の開発・製造・販売）
など複数のハイテクノロジー企業の本拠地があります。
また、全米屈指の私立大学スタンフォード大学にも隣
接しており、高い生活水準や治安の良さなどにより、国
内で住みたい街として高い人気を誇っています。

●総面積／
2
66.4km（土浦市の約1/2）
●人口／
64,403人（2010年国勢調査）
●姉妹都市締結日／
平成21
（2009）
年４月７日

土浦市国際交流協会会長あいさつ

土浦市国際交流協会
会長 瀬古澤 拡

春暖の候、土浦市国際交流協会会員の皆様におかれましては、平素より当協会の
各種事業に対しまして、ご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
月日がたつのは早いもので、未曾有の災害に見舞われた東日本大震災から５年と
いう節目を迎えました。当時は、土浦市におきましても震度６弱という強い揺れを
記録し、ライフラインなどに甚大な被害を受けましたが、そのときに姉妹都市パロ
アルト市と友好都市フリードリッヒスハーフェン市の皆様からいただいた、復興を
願うメッセージや温かいご支援は、私たち市民を大変勇気づけてくれました。
本年２月には、自然災害に強く、様々な訓練に対応できる新消防庁舎が完成しま
した。今後は、外国人市民との防災訓練を実施するなど、防災や災害における意識
の醸成にも努めてまいりたいと考えておりますので、ご協力をお願い申し上げます。

事業部会の紹介

～国際交流事業部会編～
国際交流事業部会の主な活動
◀ 海外視察研修

カンボジア大使 ▶
講演会

①

②

③

④

土浦市国際交流協会は、平成４年に設立され、
各専門部会員が、それぞれの目的に沿った活動を
始めました。その中で、設立当初から
「地球市民ふ
れあいセミナー」として10年以上活動を続け、そ
の後、国際交流事業部会へと名称を変えた現在に
至るまで、様々な事業を行ってきました。
まず、国際協力機関であるJICAとの連携による
活動を進め、①土浦キララまつり七夕おどりコン
テストに
“世界なかよし連”として外国人研修員と
ともに参加、②JICA筑波国際センターを訪問し、
外国人研修員と交流（当初は昼間だけの施設訪問
を、現在は研修員と夕食を囲んでの懇親会に変更）、
③JICA青年海外協力隊とシニアボランティアに参
加した皆様からの報告会などを実施しています。
次に、市内には公立・私立の高校が複数ありま
す。そこで学ぶ高校生が、市内在住の外国人の方
と交流することで国際交流協会を知っていただき、
２ The Ties of Friendship
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①土浦キララまつり七夕おどりコンテスト参加
②JICA筑波センター訪問と国際交流の集い
③JICA国際協力出前講座
④中・高生と外国人とのクッキング交流

将来、協会の会員になってもらうため、食文化交
流会を実施しています。５年前からは中学生にも
呼びかけ、現在は、「中・高生と外国人とのクッキ
ング交流」として継続しています。今後は、小学校
高学年にも呼びかけて、次世代の会員の確保に向
けた取り組みを進めていきます。
また、事業を進めるうえで、アジアにはNPOや
個人で様々な活動を頑張っている方々がいること
を知り、平成７年から海外視察研修として現地へ
赴き、研修および交流を行ってきました。今まで
に訪問したアジア各国は６か国。特にカンボジア
では、地雷撤去団体やマラソンランナー有森裕子
さんの「ハート・オブ・ゴールド」との連携で、３
回ほどささやかな支援活動を行ってきました。さ
らに、平成26年には、カンボジア大使館関係者を
招いて講演会も実施しました。今後も各国大使館
との連携を検討していきます。
（部会長 竹内 裕）

Pick Up! ① ～後期事業より～

Pick Up! ② ～後期事業より～

「多国語講座～初心者向けスペイン語講座～」 「日本語ボランティア養成講座」

世界中で学ばれている言語に触れる

外国人市民の生活をサポートします！

世界21か国、４億２千万人もの母国語スペイン語。
日本語ボランティア養成講座の初級編には24人、
陽気なイメージで大人気のこの言葉は、世界で最も レベルアップ編にも24人が受講しました。日本での
学習者が多い言語です。17名の受講生が、12回に 生活に困っている外国人の方々に対して、ボランティ
渡って楽しく学びました。（10月7日～12月23日） ア教師としての活躍が期待されます。（10月～1月）

スペイン語の基礎を学習

講師とのやり取りもバッチリ！

Pick Up! ③ ～後期事業より～
「土浦カレーフェスティバル出店」

カレーといえば国協のインドカレー！

外国人への指導には工夫が必要

毎年大勢の受講者が参加

Pick Up! ④ ～後期事業より～
「中・高生と外国人とのクッキング交流」

南国の伝統的な家庭料理に興味津々！

土浦の晩秋のメーンイベント
「土浦カレーフェス
外国の食文化を通じて国際交流・理解への関心を
ティバル」
。協会のインドカレーは連日大盛況で、来 高めるために、インドネシア出身の講師による指導
店していただいた大勢のお客様は、年に一度きりの のもと、中高生と外国人が、インドネシアの家庭料
カレーに舌鼓を打っていました。
（11月28日、29日） 理を作りながら楽しく交流しました。 （12月13日）

ブース前には大勢のお客様

外国人と一緒にＰＲ活動中！

Pick Up! ⑤ ～後期事業より～
「JICA国際協力出前講座」

世界での日本人の活躍に誇らしさを実感

珍しい食材に悪戦苦闘

美味しくできあがりました♪

Pick Up! ⑥ ～後期事業より～
「地域ふれあい事業」

食事と運動のバランスが大切！

ソロモン諸島とセネガルで、青年海外協力隊員と
外国人と日本人が、楽しみながら触れ合える場と
して活動されたお二人を講師に迎え、現地での協力 して、ブラジルの家庭料理作りと食事交流会を行い
活動や体験談などについて講演していただきました。 ました。食事のあとは、体力測定や健康講座、健康
受講者は興味深く聞き入っていました。（1月23日） 体操で、にぎやかに楽しく交流しました。
（2月28日）

外国の貴重な体験に驚き!!

珍しい楽器の演奏も披露

外国料理作りで楽しく交流
The Ties of Friendship

食後は健康づくりで一汗
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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、
たの
楽 しいイベントなどもあります♪
けんがく
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

このたび、15名の中学生とともに姉妹都市パ
ロアルト市を初めて訪問しました。現地では大
変な歓迎を受け、すばらしい滞在になりました。
生徒たちにとっても忘れがたい体験になったと
思います。今後も様々な事業を通して、さらに
交流を深めていきたいと感じました。 （田口）

編集：青木規幸、石井すみ子、津久井栄蔵、遠藤
（株）いなもと印刷
（事務局）羽成、菊田、佐藤、田口、藤村

篤、海老坪正子

発行：土浦市国際交流協会
〒300-8686 土浦市大和町９番１号
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E-mail：kokutab14@city.tsuchiura.lg.jp
http://www.tsuchiura-ia.jp/
土浦市国際交流協会ホームページは、イベントや講座、外国人の
皆さんが日常生活で必要な情報が満載です！ぜひご活用ください。
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