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姉妹都市パロアルト市からの
姉妹都市パロアルト市
からの
訪問団を土浦市にお迎えしました！
令和元年度、土浦市とアメリカ合衆国カリフォルニア州パロアルト市は、姉妹都市締結10周年
を迎えました。その記念行事として、令和元年10月24日から28日までの日程で、パロアルト市の
エリック・フィルセス市長及び現地の国際交流団体ネイバーズアブロード副会長ジェニファー・
ブエンロストロ氏をはじめとする７名の訪問団を土浦市にお迎えし、祝賀会等の記念行事を開催
して10周年を迎えた喜びを共に祝いました。
祝賀会でフィルセス市長は、「世界は変化と共に、新
たな挑戦をもたらします。私たちは次世代を育て、教育
し、互いから学びながら築かれた姉妹都市として、市民
間のつながりを恒久的に継続させてまいります。」と述
べられました。また、両市長が共同宣言を取り交わし、
両市が姉妹都市としての交流をさらに発展させていくこ
とを誓いました。
交換交流の歴史は、1993年に新治中学校（現新治学
園義務教育学校）の生徒がパロアルト市でホームステイ
を体験したことにさかのぼります。新治地区の小町の館
にて、友好の美しい花が咲くことを願い、桜の記念植
樹を行いました。ネイバーズアブロードからは記念のT
シャツをいただきました。
ほかにも訪問団は、新治学園義務教育学校の訪問、市
立博物館の見学、茶道体験、土浦全国花火大会の観覧な
ど、土浦の魅力を体験し、多くの市民と交流を深めまし
た。また、最終日には、両市の関係者による市の現状と
課題についての意見交換会も行いました。
今回の記念事業では、これまでの交流の歩みを振り返
るとともに、相互発展に向け、両市の絆を強めることが
できました。

会長挨拶

令和の年になってから早や 1 年が過ぎ、オリンピック・パラリンピック東京 2020
を迎え日本中が盛り上がり始めた矢先に、新型コロナウイルスの発症によるパンデ
ミックになって世界中深刻な状態になっている昨今です。
その影響で、３月に予定されていた姉妹都市のパロアルト市への中学生派遣事業
を断念いたしました。6 月予定のパロアルト市からの生徒来日もキャンセルを余儀
なくされました。昨 12 月には生徒たちの希望に満ちた決断に励ましのエールを送っ
た矢先の結果に本当に残念でなりません。
オリンピックの延期をはじめとするほとんどのビッグイベントが中止となった中
で、土浦市でも“かすみがうらマラソン”が中止になるなどパロアルト市からのマ
ラソンランナーをお迎えすることが出来なくなりました。一日も早く終息に向かう
ことを期待して、会員の皆様も感染予防に心がけていただきたいと思います。
土浦市国際交流協会
さて、令和元年の当協会の事業を振り返ってみますと、前中川土浦市長のご尽力
会長 藤 田 佑 子
によるパロアルト市との姉妹都市締結から 10 周年を迎えることができました。10
月にパロアルト市から市長、ネイバーズアブロードの副会長はじめ会員の方々をお迎えして記念行事を盛
大に実施できましたことを嬉しく思います。各事業部会の部会長を中心とした様々な活動が 10 年間継続
できましたことを会員の皆様そして事務局のご協力の賜物と改めて感謝したいと思います。
加えて、本年度の主な事業としては、日本語教室、中高生と外国人とのクッキング交流、海外ボランティ
ア活動報告会、地域ふれあい事業、キララまつり参加など、会員以外でもこれらの事業に参加する機会が
増え、外国人との交流を通して異文化理解を深める良いきっかけ作りができたことは幸いでした。
次年度も今山積する困難を乗り越えて、若い世代に夢を与える活動ができることを会員の皆様と協力し
て進めてまいりたいと思います。

藤田会長が自治功労者として表彰されました！
藤田会長は、当協会に設立当初から携わり、長年にわたって国際交
流活動を精力的に推進してこられました。その活動は交流イベント、
各種講座、海外研修ゼミ、姉妹都市及び友好都市交流など多岐にわた
ります。熱意溢れる活動で、市民にとっての国際理解や国際貢献を身
近なものとし、土浦市の国際化を支え、発展させてきた功績により、
このたび茨城県市長会民間自治功労者として表彰されました。
また、飯田副会長も、民生委員児童委員協議会連合会副会長などの功績により、同時に表彰されました。
藤田会長、飯田副会長、おめでとうございました！

中学生交換交流事業及び
かすみがうらマラソンの
中止について
パロアルト市との中学生交換交
流事業（３月派遣、６月受入）及
びかすみがうらマラソン選手招待
については、新型コロナウイルス
の感染拡大を受け、甚だ残念では
ありますが、中止となりました。
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Pick Up! ①

～後期事業より～

日本語指導ボランティア養成講座
初級編は30名、レベルアップ編も14名と、今年度も
たくさんの方が受講しました。日本語の指導方法を学ん
だ受講生は、地域に暮らす外国人の日常生活を支えるた
め、様々な場面での活躍が期待されています！

令和元年度 主要事業実績
事業名
◆かすみがうらマラソン

開催日
４月11日～16日

川口運動公園ほか

◆フィリピン大使館講演会

５月15日

県南生涯学習センター

◆中学生交換交流事業

６月6日～16日

市内一円

◆土浦キララまつり

姉妹都市招待選手対応

場所

パロアルト市中学生受け入れ

８月３日

土浦駅前通り

◆JICA筑波訪問（施設見学・研修員との交流）

七夕踊り参加（世界なかよし連）

９月５日

JICA筑波

◆日本語ボランティア養成講座

９月４・11・18日

一中地区公民館

レベルアップ編

◆多国語講座「おもてなし英会話講座＋プラス」
（全10回） 10月４日～12月13日

四中地区公民館

◆初級日本語ボランティア養成講座（全９回）

10月５日～12月21日

神立地区コミュニティセンター

◆姉妹都市締結１０周年記念事業

10月24日～28日

市内一円

◆中高生と外国人とのクッキング交流

12月8日

一中地区公民館

◆JICA出前講座

１月18日

ワークヒル土浦

海外ボランティア活動報告会

◆協働のまちづくりシンポジウム(ポスターセッション参加) １月25日

県南生涯学習センター

◆地域ふれあい事業

一中地区公民館

Pick Up! ②

２月16日

～後期事業より～

Pick Up! ③

～後期事業より～

おもてなし英会話講座+プラス

中高生と外国人とのクッキング交流

昨年度に引き続き、東京オリンピック・パラリ
ンピックを見越して、訪日外国人への「おもてな
し」ができるよう、身近な日本文化や自身のお薦
めを紹介する英会話を学びました。10回にわたっ
て楽しく学び、実践的な会話を通してコミュニ
ケーションに自信をつけました。

筑波大学の留学生を講師に迎え、市内の中高生
と外国人が中華料理にチャレンジしました。試食
ではみんなで本格的な四川料理の辛さに驚き、ま
た、講師から中国のお正月についてのお話を聞く
など、楽しみながら異なる文化への理解を深めま
した。

Pick Up! ④

～後期事業より～

Pick Up! ⑤

～後期事業より～

海外ボランティア活動報告会

地域ふれあい事業

ウガンダ共和国とドミニカ共和国で青年海外協
力隊員として活動されたお二人を講師に迎え、現
地での協力活動や体験談などについて講演してい
ただきました。世界で支援を行う日本人の活躍に
誇らしさを感じました。参加者は熱心に耳を傾
け、活発に質問をしていました。

地域の外国人と日本人が交流する場として、世
界のカレー作りと交流会を行いました。食事のあ
とは、土浦市職員による防犯出前講座で身近な犯
罪から身を守る方法を学び、続いて茨城ダルクに
よる迫力の和太鼓の演奏を楽しみました。
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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に必要な情報など
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 きょうしつ

外 国人が基 礎から学 べる日 本語教 室で
じゅこう

う

つ

す。受 講はいつでも受 け付 けています。
に ほ ん ご

まな

たの

日 本語を学 ぶほか、楽しいイベントなど
けんがく

もあります♪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

よる

ぶ

まいしゅうもくようび

■昼の部：毎週水曜日

13:30～15:30

■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

■費

よう

つき

えん

用：月500円
だい

しょかい

テキスト代
（初回のみ

編 集
後 記

約 2,500円）

☆新規会員募集☆
当協会では、国際理解・国際化推進のため、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。
特に新しい感覚と活動力をお持ちの方を求めていま
す。随時会員を募集中ですので、ぜひお気軽にお申込
み・お問い合わせください。
■年会費：個人／3,000円
団体・法人／10,000円

☆国際交流ボランティア募集☆
あなたもボランティアとして国際交流に参加してみま
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。

新型コロナウイルスの感染拡大により、姉
妹都市パロアルト市との交流事業が中止に
なってしまい、本当に残念でなりません。
事態の一刻も早い終息と、再び交流活動を
楽しめる日が戻ることを祈っています。

編集：青木規幸、石井すみ子、津久井栄蔵、山口崇一、猪瀬正幹、
伊藤博幸、石川一幸、海老坪正子、大森美保、岡田俊成、
辻勝博、塙佳樹、㈱いなもと印刷、㈲アルヴィス
（事務局） 飯泉、菅谷、羽生、唐田、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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