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パロアルト市へ16名の中学生を派遣 !!
土浦市の中学２年生16名が、３月11日から21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内および近郊の見学な
どを行い、お互いが国際交流・理解を深めました。

この交流事業は、将来のまちづくりを担う中学生の
幅広い視野を養うとともに、外国と日本の違いを学
びながら日本や土浦市の良さを再認識する機会につ
ながります。感受性が豊かな中学生の今後の進路や
生活に大いに生かされていくことを期待しています。

パロアルトに隣接するスタンフォード大。 世界遺産ヨセミテ。日本では見ることの サンフランシスコの象徴ゴールデンゲー
広大なキャンパスと施設に驚きました。 できない雄大な自然に感動しました。
トブリッジ。アメリカに来たことを実感。

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

満開の桜とともに入学シーズンを迎え、そこ此処に初々しい新入生の姿を見かけ
るこの頃、皆様お元気でお過ごしでしょうか。日頃より当協会のさまざまな活動に
対しましてご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
近年、欧州難民危機が深刻化し、ブリュッセルやベルリン、ロンドンなどの主要
都市でテロが起こっています。そうした中、英国が国民投票で欧州連合からの離脱
を決定し、米国では新大統領が「アメリカ・ファースト政策」を掲げるなど、欧米諸
国では外国人や移民・難民の受け入れに対して消極的な傾向にあります。
一方、日本ではリーマンショックや東日本大震災により外国人が減少しましたが、
技能実習生や留学生などを中心に再び増加し、少子高齢化により労働力不足が懸念
される中で、外国人の就労や生活環境づくりに対する関心が高まってきています。
土浦市では、平成26年度に「土浦市多文化共生推進プラン」を策定し、誰もが暮
らしやすい多文化共生の地域づくりを進めているところです。当協会におきまして
も、在住外国人の存在を積極的に捉え、多様性を生かしたまちづくりに貢献してま
いりたいと考えておりますので、ぜひご協力をお願い申し上げます。

Pick Up! ① ～後期事業より～

Pick Up! ② ～後期事業より～

「多国語講座～初心者向けイタリア語講座～」 「初級日本語ボランティア養成講座」

情熱的な国の言語を楽しく学習

外国人市民の生活支援に一役

観光やグルメ、ファッション、アート、サッカー…。
技能実習生や留学生を始め、外国人が増加してい
世界中の人々を魅了してやまないイタリア。人気が ます。地域に住む外国人の日常生活を支えるために
ある国の言語を基礎から学んだほか、料理作りを通 日本語の指導方法を学んだ受講生は、様々な場面で
して文化も学びました。 （10月4日～12月27日） 活動が期待されています。（10月22日～1月14日）

中世の姿を今に残す言語を学習

手打ちパスタ作りに挑戦

Pick Up! ③ ～後期事業より～
「土浦カレーフェスティバル出店」

雨にも負けず協会をＰＲ !!

受講者が多い人気の講座です

日本語学習には工夫が必要

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」

身近な家庭料理を堪能！

カレーのまち「つちうら」
のメーンイベントに今年
日本に住む方が急激に増えているベトナム。今回
も参加。当日はあいにくの天気でしたが、来場した は、ベトナム出身の講師による指導のもと、地元中・
大勢のお客様は、さまざまな工夫を凝らしたオリジ 高生と外国人が外国の食文化を通して国際交流・理
ナルカレーを味わっていました。
（11月19日、20日） 解への関心を深めることができました。
（12月11日）

常連の方も大勢訪れました
２ The Ties of Friendship

会員も大声で呼び込み！
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身近な食材で作れます

次は家庭でも作ろうかな♪

平成28年度

年間主要事業実績

Pick Up! ⑤ ～後期事業より～
「JICA国際協力出前講座」

Pick Up! ⑥ ～後期事業より～
「みんなで協働のまちづくりシンポジウム」

観光では得られない貴重な体験を披露

協会活動を大勢の方にＰＲ！

青年海外協力隊員としてウガンダとスリランカに
派遣された二人の講師を迎え、現地での協力活動や
体験談を披露していただきました。参加者は熱心に
耳を傾け、活発に質問をしていました。（1月21日）

市民と行政の様々な協働による取り組みを紹介す
るシンポジウムのポスターセッションに参加しまし
た。ポスターやスライド、資料配布を通して訪れた
大勢の方に協会の活動を紹介しました。（1月28日）

現地ならではの話を聞けました 日本との文化の違いを実感

様々な団体の活動を紹介

まちづくりのヒントを学習

Pick Up! ⑦ ～後期事業より～
「地域ふれあい事業」

外国人と日本人が一緒に防災訓練
外国人と日本人が楽しみながら触れ合える機会と
して、新しい消防庁舎での防災訓練を行いました。
訓練見学や各種体験、非常食の試食などを行い、真
剣ながらも楽しく交流していました。 （2月19日）

AEDなどの使い方を学びました

火元を確実に狙い撃ち！

通報の時は落ち着いて

煙から脱出する大変さを実感

消防隊員の機敏な動きに驚き!!

非常食って意外とおいしい♪

The Ties of Friendship
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外国人生活ガイドブックをご活用ください
土浦市では、外国人が土浦市（日本）で生活するため
に必要な知識や情報を掲載したガイドブックを改訂し
ました。必要な方はダウンロードしてご活用ください。
◎７か国語を用意しています。

転入・転出届や出生届などの各種届出、国民健康保険、
防災、ごみの出し方、外国語で対応できる医療機関、
各種相談窓口など、在住外国人に役立つ知識や情報を
見ることができます。
※本ガイドブックの内容については 2016
（平成28）年
４月１日現在のものとなっています。

Information

■英語版
■ポルトガル語版
■中国語版
■スペイン語版
■ハングル版
■タイ語版
■インドネシア語版
※スマートフォンやタブレットなどで
ＱＲコードから見ることもできます。

http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page009675.html

～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いという方（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

大相撲春場所は、土浦市出身の高安関の活躍
が光りました。日本の伝統あるこの国技に今ま
で馴染みのなかった外国人にも感動が伝わっ
たことでしょう。スポーツといえば４月16日、
今年も姉妹都市パロアルト市の招待選手が「か
すみがうらマラソン」を走ります。ご声援を！

編集：青木規幸、石井すみ子、津久井栄蔵、山口崇一、海老坪正子
（株）いなもと印刷
（事務局）羽成、菊田、佐藤、田口、藤村
発行：土浦市国際交流協会
〒300-8686 土浦市大和町９番１号
☎029-826-9051
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。

土浦市国際交流

検 索

