土浦市国際交流協会会報

〜 Established in 1992 〜

Tsuchiura International Association
会員数

個人／116

団体／15

法人／17
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土浦キララまつり 2017
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土浦市国際交流協会会長あいさつ
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夏が過ぎ、徐々に秋が深まりつつありますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
おかげさまで当協会は設立25年を迎えました。この四半世紀で国内外の状況は大
きく変化しました。あらゆる分野で技術は進歩し、我々の生活も便利になりました。
人々の活動はますます国際化し、外国人が生活する光景はどの地域でも珍しい光景
ではなくなりました。もちろん当市も例外でなく、多様な文化を背景にした人々が
共存するまちの実現を日々目指しております。日本とフィリピン両国にルーツを持
つ土浦出身の高安関は、そうした時代を背景に誕生した力士です。彼の大関昇進は
土浦にとり今年最高のニュースと言えるでしょう。その活躍が様々な場面で両国の
懸橋となっております。今後も時代の流れを見据え事業を進めて参ります。皆様の
日頃のご支援に感謝いたしますとともに、一層のご協力をお願い申し上げます。

土浦市国際交流協会設立25年
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◀ 国際ふれあい
デイキャンプ

友好都市 ドイツ▶
フリードリッヒ
スハーフェン市
訪問

①

①地球市民ふれあいセミナー マレーシア研修
②キララまつり七夕おどり
③国際ふれあいサマーキャンプ
②

③

④

④ドイツ・フリード市からの来訪者が座禅を体験
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Pick Up! ① ～前期事業より～
「かすみがうらマラソン姉妹都市選手招待」

パロアルト初の女性選手

Pick Up! ② ～前期事業より～
「平成29年度土浦市国際交流協会総会」

上位でゴール

前年度事業報告と本年度事業計画を承認

フルマラソン出場の選手を 1 名迎えました。過酷
な暑さでしたが無事完走し、女子2,155人中33位
と見事な成績をおさめました！ 滞在中は学校などで
多くの市民と交流しました。 （4月13日～18日）

平成29年度総会が開催され、前年度事業の報告と
今年度事業の計画が承認されました。また、同日開
催の講演会のため来訪したベトナム大使館一等書記
官と交流する機会も設けられました。（5月19日）

高校では書道で交流

児童からメダルと折鶴！

Pick Up! ③ ～前期事業より～

書記官に土産の贈呈

総会の様子

Pick Up! ④ ～前期事業より～
「中学生交換交流事業パロアルト市受け入れ」

「ベトナム大使館講演会」

現役大使館員の生の声を聞く

アメリカの中学生を土浦に大歓迎

2020 年東京五輪においてベトナムのホストタウ
ンとなる茨城県との共催で、同国大使館一等書記官
を招いての講演会を開催しました。ベトナムと本県
の交流関係についてお話を頂きました。（5月19日）

パロアルト市の中学生が土浦の生徒宅にホームス
テイをしました。滞在中はホストファミリーのお世
話のもと土浦の中学校生活や日本文化を体験し、3
月に培った友情を深めました。 （6月8日～18日）

大勢の方が聴き入りました

講演は流暢な日本語で

Pick Up! ⑤ ～前期事業より～
「土浦キララまつり七夕おどりコンテスト」

特別賞を受賞！

制服を着て授業に参加

花火を楽しみました♪

Pick Up! ⑥ ～前期事業より～
「JICA 筑波センター訪問 ( 一般＆高校生）
」

多彩な国々出身の研修生と交流

日本を含む24カ国の出身者の混成チーム「世界な
2 回に渡り JICA 筑波を訪問し、施設見学や世界
かよし連」
で出場し、お揃いの浴衣で踊り歩きました。 中から集まった研修員との交流をはかりました。外
国は違えど皆ダンスが大好き。最後まで笑顔で踊り切 国人と話した経験が少ない参加者も、臆せず話しか
り、
見事3年ぶりに特別賞に輝きました！ （8月5日） け英語で会話を弾ませていました。（9月8日・22日）

沿道からは大きな声援

鮮やかな七夕飾りを背に

民族衣装に気分も上々

積極的に会話にチャレンジ！

The Ties of Friendship
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平成29年度

後期主要事業予定

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

今年は茨城県に明るい話題が続いています。
連続テレビ小説「ひよっこ」の舞台になり、鹿
島アントラーズは快進撃、そして何と言っても
地元出身力士の活躍です。稀勢の里が横綱に、
そして土浦出身の高安が大関に昇進しました。
郷土の誇りですね。みんなで応援しましょう！

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
辻 勝博、（株）いなもと印刷
（事務局）飯泉、菅谷、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。
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