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News

さいたま市国際交流センター発
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まずは自己紹介

みんなでわ
いわい交流

タイム

書道体験

お名前は何と
呼んだらいいですか

お手本通り
に

書けるかな
？
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４月19日（土）浦和コミュニティセンター
第15集会室で、「はじめましての会」を
開催しました。この会はさいたま市に来
て間もない外国人と、市民との交流会と
して、4月と10月の年２回開催していま
す。当日は約100名が参加し、ゲームに
交流にと、楽しい時間を過ごしました。



毎年、５月３～４日、見沼グリーンセンターにおい
て開催される「花と緑の祭典」の中でも、ひと際大掛
かりな催しがこの国際友好フェアです。今年も２日間
で約75,000人の来場者をお迎えいたしました。この
催しは、さいたま市在住、または近隣にお住まいの外
国人の方との友好を深めることを目的としたもので
す。今年は、東側にある｢りすの家｣の屋根の撤去の
為（２月の大雪で屋根の支柱破損）会場が少し狭くな
りましたが、ステージでは１９の出演団体が、また、本
部テント以外に６２のブース出展者により、３３の国と
地域の方々に大いにイベントを盛り上げていただき
ました。２日間とも夏日となるくらいの好天に恵ま
れ、会場東側の日陰に初めて設置したベンチにも多
くのご家族連れ、お年寄りの方にご利用いただき大
いに盛り上がりました。
国際友好フェア2014実行委員長　大河内 啓市
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私の国の「お・も・て・な・し」
～おもてなしの文化は日本だけじゃない～

ミニ
講座

メキシコ・トルーカ市
市民訪問団参加者募集！北 條 ま つ り

歴 史 を 体 験
多国籍な講師たち

戦国武将と一枚

迫力の合戦

ぷらっとサロンで、毎月1回開催されているミニ講座で
は、世界各国の珍しい文化が紹介され、時には体験できる
楽しい催しの一つです。
講師はおひとりで、一つの国や民族をテーマにしたもの
が多いのですが、4月21日、通常の講座と趣向を変え、タ
イ、マレーシア、インドネシア、香港、モンゴルの5カ国から
5人の方々を講師とするリレー形式のミニ講座が開催され
ました。テーマは、「おもてなし」。
昨年、東京オリンピック誘致演説で、滝川クリステルさ
んが使い、一躍流行語にもなった言葉ですが、「おもてな
し」は日本だけの文化じゃないとばかりに、それぞれの講
師の熱のこもった講座となり、料理のレシピから、お客様
をお迎えする民族舞踊、民族衣装まで披露され、聴講に
参加された方々からも「とっても楽しい120分でした」と
のコメントを多くいただきました。

一方、講師の方からは、「一人当たりの持ち時間（20
分）では十分伝えられない」と再度単独でのミニ講座の
開催を希望する声があり、近いうちに企画したいと考え
ています。ご期待ください。

5月11日に埼玉県寄居町で、豊臣秀吉が小田原攻めを
した際の「鉢形城」での合戦の様子を再現した「第53回
寄居北條まつり」が開催されました。外国人に町の歴史を
知って欲しいという、寄居町のご招待を受け、IECからは外
国人21人と数名の引率がお祭りを観戦しました。参加者
は、武士隊と写真を撮ったり、寄居町の食材を使った昼食
を味わったりと、さいたま市内では体験できない時間を過
ごしました。

2014年10月下旬に、メキシコのトルーカ市へ市民訪問
団を派遣します。今年はさいたま市とトルーカ市が姉妹都
市提携を結んで35周年となり、更なる交流の推進を図り
ます。
トルーカ市では市民との交式行事への参加や、視察、ま
た観光地を巡るなどして、トルーカ市だけでなく、メキシコ
合衆国の文化や歴史への理解を深めます。
募集についての詳細は、IECまでお問い合わせください。

姉妹都市提携…1979年10月2日
立　　地…首都メキシコシティに隣接するメキシコ州

の州都で、海抜2,680mの高原都市。
人　　口…82万人
見どころ…市内には州政府庁舎をはじめ、裁判所、考

古学博物館、州立自治大学、動物園など
があります。
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Let’s
ボランティア

中学から大学までの学生が参加する、「ユース国際ボランティア」。今回はIEC
のあるコムナーレで開催された「コムナーレフェスティバル」で、ワークショップを
行った様子をご紹介します。
　3月2日、コムナーレフェスティバルにユースボランティアとして参加しました。
　私たちが行ったのは「おひな様ワークショップ」。いらっしゃった方々に、折り紙で
雛人形を折ってカードに貼り付け、デコレーションをしてもらい、自分だけの「おひ
な様ポストカード」を作ってもらうものです。当日は、お子さんからご年配の方まで
多くの人に楽しんでいただけ、予想以上の大盛況にうれしい限りでした。
　今回、ユースボランティアの仲間達と企画から運営まで行ったことは貴重な経験
となりました。短い準備期間の中、折り紙がほぼ初体験の子もいたので、折り方を

教えあったり、装飾を作ったり。
これらすべての活動を通し、今
まで以上にお互いのことを知
ることができ友情も深まりま
した。
　今後もさらに新しい企画を
考えて、ユースボランティアの
活動をより活性化させていきた
いと思います。イベントに足を
運んで下さった皆様、今回ご協
力下さった方々、本当にありが
とうございました。
（ユース国際ボランティア・

市川　綾夏）左から２番目が市川さん

IECでは、下記のイベントに実行委員として、企画から実施まで参加してくれる方を
募集しています。詳しくはお問い合わせください。
  応募条件　 年齢、経験不問。開催まで月１回程度の全体会議に出席できる方。

今年で５回目を迎える、さいたま市の海外姉妹友好都市の紹介を
中心に、海外の文化にふれあえるイベントです。会場を盛り上げ
るステージプログラムや、各国の物品販売、飲食ブースを目当て
に、毎年たくさんの方が来場されます。あなたのアイデアで、今年
は少し違ったイベントにしてみませんか？

【イベント詳細】
日　程：10月12日（日）11:00～16:00
場　所：浦和駅東口駅前市民広場

学生に世界へ目を向けるきっかけを提供するセミナーを今
年も開催します。昨年度は実行委員会にたくさんの学生を
迎え、世界で活躍した経験のあるゲストによるトーク、日本
人学生、留学生による異文化体験発表、そしてワールドカ
フェを企画、実施しました。今年はどんな内容になるの
か・・・実行委員のみなさんで一緒に企画しましょう！学生
さんも、大人の方の応募もお待ちしております！

【イベント詳細】
日　程：11月22日（土）（予定）
場　所：浦和コミュニティセンター（予定）
 

国際ふれあいフェア国際ふれあいフェア

IECで活躍するボランティアをご紹介しますIECで活躍するボランティアをご紹介します

実行委員募集！

次世代養成セミナー次世代養成セミナー
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さいたま市姉妹友好都市
スポーツ少年団派遣
●アメリカ リッチモンド市 （野球）　
　８月１日（金）～１０日（日）　
●メキシコ トルーカ市（サッカー）
　８月３日（日）～１１日（月）
米国・リッチモンド市とメキシコ・トルーカ市の二

つの姉妹都市との交流事業として続けられている
「スポーツ少年団派遣」。
今年は日本のチームがそれぞれの都市を訪問す

る番です。
リッチモンド市には、8月1日から10日まで少年
野球チームが、トルーカ市には8月3日から11日まで
少年サッカーチームが、それぞれ遠征して現地のチー
ムとの交流試合やホームステイなどを行う予定で
す。皆さんも応援してくださいね。

最新のイベントは
IECのＨＰで！
http://www.stib.jp/kokusai

姉
妹
友
好
都
市
交
流

ミニ講座「フィジー」
●7月19日（土）13:00～15:00 
●場　所：ぷらっとサロン
●定　員：30名（先着順）
●参加費：無料
●申込方法：次の情報をお知らせください。
　①名前　②電話番号　③住所（市・区のみ）
●講　師：川端　郁代（かわばた　いくよ）氏

フィジーの米国系ホテルに勤務した後、フィジー
政府観光局日本支局長を経て、現在は、在日
フィジー共和国大使館の観光・商務官。二十数
年にわたり、フィジー観光関連の仕事に従事し
てきた経歴を持つ。

　笑顔あふれる国、フィジー！世界でもっとも犯罪率
の低いフィジーは南太平洋諸国の中心となって、近
年目覚ましい発展を遂げています。自然と共存しなが
ら、自然を極力残した形での開発は、世界中の注目を
浴びています。講師には最新のフィジー情報をお伝
えするとともに、フィジーの魅力を語ってもらいます。

※8月のミニ講座はお休みです。

ミ
ニ
講
座

さいたま市総合防災訓練
●8月30日（土）　
●場　所：さいたま市立第二東中学校
　　　　（大宮駅からシャトルバスが
　　　　　出ます）
●参加費：無料
●申込方法：次の情報をお知らせください。
　①名前　②電話番号　③住所（市・区のみ）
毎年開催する、さいたま市による防災訓練に、IECも
参加します。もしもの時のために、防災意識を一緒に
高めませんか？

防
　災

2008年トルーカ派遣

2012年リッチモンド派遣

講師プロフィール



「6月11日の講座はいかがでしたか？　次回も、外国
から来て、日本で病院にかかる時、困っていることや
薬の飲み方など、気軽に話し合いましょう。子育てをし
ていて、どういう時に不安になるかも教えてください。
詳しい日時は改めてご案内します
ので、お知り合いの方で、困って
いる人をご存知でしたら、ぜひ、
教えてあげてください。」

13 :30 -15 :00

14 :00 -15 :30

10 :30 -12 :00

13 :30 -15 :00

10 :30 -12 :00 

15 :30 -17 :00

15 :30 -17 :00

13 :00 -15 :00

7/12(土) 8/9(土) 9/13(土) 

7/26(土) 8/23(土) 9/27(土)

7/1(火) 8/5(火) 9/2(火)

7/17(木) 8/21(木) 9/18(木)

7/26(土) 8/23(土） 9/27(土)

7/10(木) 8/14(木) 9/11(木)

7/24(木) 8/28(木) 9/25(木)

7/1(火) 8/5(火) 9/2(火)

7/16(水) 8/20(水) 9/17(水)

7/26（土）　　　　　9/27(土)         

7/5(土) 8/2(土) 9/6(土)

7/16(水)  8/20(水) 9/17(水)
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公益社団法人
さいたま観光国際協会（STIB）
国際交流センター（コムナーレ9Ｆ）

公益社団法人さいたま観光国際協会
国際交流センター
Saitama Tourism and International Relations Bureau（STIB）
International Exchange Center（IEC）

ドクター許のえがおで子育て
●不定期開催：次は秋に開催予定
●場　所：ぷらっとサロン
今年度より始まった外国人子育て支援事業の一
つ。小児科医の許重治（きょ しげはる）先生が、子
育て中の外国人のお父さん、お母さんに、子育て
のヒントを話したり、子どもを育てるときの不安や
疑問の相談にのったりしてくれます。

子
育
て
支
援

ぷらっとサロンスケジュール
おしゃべりサロン

にほんごのへや
●毎週金曜日（第5週はお休み）
　午前（保育付き）コース 10:00-12:00
　午前（保育付き）大宮コース 10:00-12:00
　※大宮区役所内
　子どもコース 18:00-20:00
　夜一般コース 18:00-20:00

※夏期子どもコース
　8月19日（火）、20日（水）、21日（木）
　8月26日（火）、27日（水）、28日（木）
　14：00～15：30
●場所：IEC 多目的室
●費用：無料
　夏休みの宿題や自由研究の
　お手伝いをします。

日
本
語
支
援

平成26年度
年会費納入のお知らせ

　年会費納入手続き方法

■窓口現金払い
さいたま観光国際協会または、国際交流センター
の窓口までお越し下さい。
■口座自動引落
ご指定の銀行口座からの自動引落は平成26年
7月18日(金)となります。

　　　　　法人・団体　 1口5,000円
　　　　　正　会　員　　　3,000円　
　　　　　賛 助 会 員　　　2,000円

〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町11-1 コムナーレ9F
TEL 048‐813‐8500　FAX 048‐887‐1505
E-mail iec@stib.jp　　URL http://www.stib.jp/kokusai

イラスト：あらい太朗

丸山　奈津子



