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令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの事業が中止になりました。こ
の海外ボランティア活動報告会においても、県独自の緊急事態宣言を受け、開催が危ぶまれまし
たが、予定どおりワークヒル土浦で２月２８日に開催することができました。

小倉奨平さん（ジンバブエ派遣 体育隊員）

櫻井文さん（マダガスカル派遣 保健師隊員）

小倉さんは 2019 年 12 月からジンバブエに派遣された現役隊員で、コロナ禍で一時帰国さ
れ、再派遣に向けて待機中でした（３月末に再派遣）。櫻井さんは隊員としてマダガスカルに２
度派遣になり、現在も日本での勤務と NGO 活動を続けています。コロナ禍がなければ、現地に
赴いて活動をしているお二方を講師にお迎えして、大変貴重な講演をお聞かせいただきました。
他国で現地の方と活動をすることは困難を極めると理解しつつも、生き生きとした表情でお話さ
れる様子に、参加された方からは「身の引きしまる思いです」や「誇りに思います」とのご感想
をいただきました。また初めての試みとして、両氏の講演部分を録画し、Youtube にて会員及び
市内中学校・高等学校を対象に期間限定で配信いたしました。

写真上：藤田会長
写真下：竹内部会長

会長挨拶

みなさま、こんにちは。コロナ禍の中、会員の皆様にとっては新
しい生活様式に慣れてきたとはいえ、当協会の事業のほとんどが中
止になるなど、いつまでこの状態が続くのか悩みの多い昨今です。
令和２年度の事業は、外国人留学生へ支援物資を贈ることが出来
たこと、海外ボランティア活動報告会が２月の自粛解除後に実施で
きたことは幸いでした。
新型コロナウイルスの感染第４波が来る心配や変異株の感染も増

土浦市国際交流協会
会長 藤 田 佑 子

している状態の中でワクチンの接種はいつ一般の市民に回ってくる
のかなど、問題が山積しています。
果たしてオリンピック、パラリンピック東京 2020 は出来るので

しょうか。
令和３年度は当協会の設立 30 周年を迎えます。コロナ禍の中で何が出来るのか、各
事業部会と協力して良い企画を持ち寄っていただき、30 年をふりかえり、また次のス
テップに邁進したく思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。

Pick Up! ②

～後期事業より～

日本語ボランティア養成講座

【レベルアップ編】

【初級編】

現日本語教室ボランティア講師 12 名が受講。 コロナ禍のため定員を減らし 16 名が受講。最
教室再開に向けて日本語教育事情や教材につい 初は国語教育との相違に戸惑いつつも、日本語
て学び、ブラッシュアップを図りました。
教育の基礎をしっかり学びました。

Pick Up! ③

～後期事業より～

多国語講座

～初心者向けベトナム語講座～
ベトナム語は、声調がとても難しく、受講者の
皆さんも苦労されていましたが、休講期間中も
各々が復習をして、最後まで熱心に学びました。

日本語教室受講生にも
支援物資をお贈りしました！
７月の専門学校
につづき、日本
語教室にもお届
けしました。
【写真上】：
10 月 21 日
水曜日昼クラス
【写真下】：
10 月 15 日
木曜日夜クラス

２ The Ties of Friendship
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令和２年度 主要事業実績
事業名
◆かすみがうらマラソン 姉妹都市招待選手対応

開催日

場所

４月16日～21日

【中止】

◆中学生交換交流事業 パロアルト市中学生受け入れ

６月中旬

【中止】

◆土浦キララまつり 七夕踊り参加（世界なかよし連）

８月初旬

【中止】

◆JICA筑波訪問（施設見学・研修員との交流）

９月初旬

【中止】

◆（仮称）男女共同×協働フェスティバル（ポスターセッション参加）

９月頃

【中止】

９月９・23・30日

一中地区公民館

◆多国語講座「初心者向けベトナム語講座」（全10回）

10月２日～３月５日

土浦市生涯学習館

◆初級日本語ボランティア養成講座（全10回）

10月３日～３月13日

ワークヒル土浦

◆日本語ボランティア養成講座

レベルアップ編

◆中高生と外国人との卓球交流
◆外国人の子どもたちへの教育支援セミナー
◆JICA出前講座 海外ボランティア活動報告会
◆中学生交換交流事業 パロアルト市中学生派遣

12月13日

【中止】

【令和３年度に延期】

新治地区公民館

２月２8日

ワークヒル土浦

３月中旬～下旬

【中止】

中学生交換交流事業 特集
ゆうみ

H27 年度派遣生 内山 侑海 さん
私が、姉妹都市中学生交換交流事業に参加したのは、5 年前のこ
とです。それまで、英語に触れる機会といえば、学校での授業ぐ
らいで英語が他の生徒に比べて優れているわけでもなかったので、
ホームステイ中の意思交換には不安を持っていました。しかし、パ
ロアルトに着いて、最初の歓迎パーティーでホストファミリーや、
たくさんの現地の学生に会うと、不安が吹き飛ぶくらいの歓迎を
受け、それからの約 11 日間は楽しくて一瞬で過ぎ去ってしまった
ように感じました。街の様子も、見慣れない風景が広がっていて
常にワクワクしていたのを覚えています。私は、この事業を通して
自分の好きなものに正直であること、失敗を恐れず行動してみるこ
と、
この 2 つを特に学ぶことができたと考えています。この経験は、
この 5 年間様々な状況において、私の助けとなってきました。そ
してこれからも、この経験は私を、励まし続けてくれると思います。
写真右：侑海さん
わかな
写真左：妹で H29 年度派遣生 和奏さん

◦設立30周年記念に向けて◦

「地球市民ふれあいセミナー」では、設立時から
当協会は、令和４年２月末日に 30 周年を迎えます。 H17 年度まで、専門部会員が各企画を担当し、年
コロナ対策をしながら、30 周年記念事業の準備を 間で５回以上のイベントを開催しました。海外研
進めてまいります。まずは、活動記録の中から 30 修・講演会・ポットラックパーティなどを通じて、
年間の思い出を振り返ります。
様々な角度から広く世界について学びました。
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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。
※コロナ禍のため、現在休講中です。
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

やく

えん

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。

この１年新型コロナウイルスが話題に上らな
かった日はなかったといっても過言でなく、多
くのイベントが中止や規模の縮小を余儀なくさ
れました。この１年間の教訓をいかして令和３
年度は出来る限り例年どおりの運営をしてまい
りたいと思っております。どうぞよろしくお願
いいたします。
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