
+)*-�L^i'

Gh')2

Saitama City
      International Exchange Center

News

さいたま市国際交流センター発

CONTENTS
１…… イベントレポート
 ユース国際ボランティア
 姉妹都市スポーツ少年団
 　　　　　　　　　他
２…… コラム－Let’s ボランティア
３…… IEC からのお知らせ
４…… イベントスケジュール

ユース国際ボランティアで８月26日に、
フィジー大使館とユニセフハウスを訪問し
ました。フィジー大使館では、普段は入るこ
とのできない場所に入り、フィジーの歴史や
日本との関係を知ったり、ユニセフハウスで
は、厳しい環境に置かれた子どもたちを支
援する、ユニセフの活動の様子など、初め
て学ぶことが多く驚きの連続でした。「フィ
ジーに行ってみたい！」「世界の子どもたちの
ためにできる支援をしてみたい！」など様々
な思いが生まれました。
見学会開催に協力してくださった皆様、あ
りがとうございました！

“黒板”がノート代わり

重い！！えっ
？これを子ど

もが運ぶの？
！

フィジーの国旗の由来は？

初めて学び、驚きの連続
ユース国際ボランティア
フィジー大使館  ユニセフハウス  訪問



　今夏、さいたま市の姉妹友好都市であ
るアメリカ・リッチモンド市とメキシコ・トルー
カ市に向けてスポーツ少年団一行が派遣さ
れました。野球少年団は、８月１日（金）～１０日
（日）までリッチモンド市へ、サッカー少年団は
８月３日（日）～１１日（月）までトルーカ市に滞
在し、交流試合や観光、ホームステイなどを体
験しました。

精一杯がんばりました！

ただ今、アップ中

トルーカの友達

さいたま VS リッチモンド

記念品交換「楽しい試合をありがとう！」

試合終了！お
互いいいプレ

イだったネ
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前　期

フィジーの色々な話に夢中 講師の話に興味津々

熱の入った研修会！

フィジー共和国ミニ
講座 語学講座

サロンスタッフ研修会

7月19日、在東京フィジー大使館から、川端郁代氏を講師に招
いて、ミニ講座「南太平洋の十字路フィジー共和国　～楽園フィ
ジーを知ろう～」が開催されました。332もの美しい島々からなる
フィジー諸島、飛行機の上からでも海底が見通せるほど澄みきった
海など、夢の中に出てきそうな美しい南国の楽園の景観とそこに
暮らす素朴な人々との出会い。日本や他の先進諸国では考えられ
ないほどゆったりとした生活のリズムなど、講師が2時間にわたり、
熱っぽく語り、聴講に来られた方も居ながらにしてフィジーの魅力
を堪能できたようでした。講座の後半では、フィジーのお菓子がふ
るまわれ、特産の
ミネラルウォー
ターのプレゼント
もあり講師や特
別に参加いただ
いたフィジー大
使館の方々との
懇談会もあり、受
講者は、大満足
の様子でした。

　IECには「サロンスタッフ」が常駐し、在住外国人の生活
相談や、ぷらっとサロンにお越しいただいたお客様にサロ
ン活動を紹介しています。
　6月4日、そんなサロンスタッフの研修会が行われま
した。講師に埼玉県指定・認定ＮＰＯ法人ふじみの国際交流
センター理事長の石井ナナエ氏を迎え『外国籍の人々へ
の支援活動』をテーマに最近の在住外国人環境の課題に
ついて講演がありました。
　研修会を終えて、出席したサロンスタッフの１人の感想を
ご紹介します。

　研修会では生活保護、ドメスティック・バイオレンス
（DV）、国際離婚といった、普段聞き慣れない言葉がずっし
りと心に残りました。一方、そんな方々を支えている石井氏
のパワーあふれるボランティア精神にひどく感銘を受けま
した。石井氏の活動の第一歩は「人生の１０％でいいからボ
ランティアをしましょう」というマザーテレサの言葉からだ
そうです。
　以前、アメリカでボランティアの方々に大変お世話にな
り、少しでも恩返しをしたいという思いから、サロンスタッフ

として籍をおかせていただくようになって約1年。外国人の
身近な相談、日本語や日本文化を学びたい外国人、逆に日
本語を教えたいボランティア希望の方、他言語を学びたい
日本人へのご案内などのボランティア活動をしている私に
とって、とても衝撃的な講演でした。私にできることは微力
ですが、スタッフとして人それぞれ様々な事情があることを
念頭におき、身近なところから出会いを大切に活動してい
きたいと思いました。

　毎年、前期・後期で8カ国語の語学講座を開催し
ています。全10回の講座では外国人の先生がお
国の言語と文化のお話をされます。最近では、国の
文化、風習に精通し、日本人の苦手分野をよく理解
している日本人講師も好評です。今年5月からは、
英語・スペイン語・フランス語を開催しました。各ク
ラス多数の方が参加し、各国の言葉と文化を楽しく
学びました。11月からは英語・韓国語・ドイツ語を予
定しています。皆様の受講をお待ちしております。



日本語ボランティア養成講座

Let’s
ボランティア

　さいたま市に在住している外国人のための暮らしの情報誌「ぷらら」。ボラン
ティアの編集スタッフの協力によって、年５回、日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮
語、スペイン語の５言語を発行しています。今回は、編集スタッフをご紹介します。

　私たち編集スタッフは、さいたまに住んで間もない外国人に、行政情報や地域での
生活に係わる情報を、実際に利用する際のマナーや注意点を含めて、「今、必要な情報

をわかりやすく提供する」ことを心がけて「ぷらら」を発行しています。
　平成14年の1号から現在の42号までの12年間で、パソコンやスマホなど情報獲得の方法に大きく変化があ
り、必要な情報を獲得するのは容易になりました。また、外国人住民の増加にともない「生活情報ガイドブック」な
ど多言語情報誌も充実してきています。その中で「ぷらら」の役割は何かと考えますと、ひとつは、１枚の紙に簡単
な言葉でシンプルに編集し、個々の詳細な情報よりも、必要な情報の取り方がわかるような「橋渡し」になること。
次に紙である事の利点として手元に置ける温
もり感や、緊急な時に使えるなど、利便性を考
えて発行するよう努めてきました。
　これまで多くのボランティアのみなさまの
ご協力を得て、企画、編集、印刷をしてきまし
た。また、多くの翻訳ボランティアのみなさま
にも協力をいただいて42号まで発行できまし
た。これからも「必要な情報」は何かを探りな
がら発行していきたいと思います。
　編集に興味のある方はぜひ一緒に活動し
てみませんか？ご興味のあるかたはIECま
でお問い合わせください。　　　　　　　
　　　   　　　　　　（ぷらら編集スタッフ）

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

　外国人に日本語を教えるボランティアに興味
を持つ方々を対象とした「日本語ボランティア
養成講座」が、6月3日～7月3日の1カ月間、開
かれました。週2回、1回2時間で全10回という
長い講座でしたが、30名の受講者のほとんど
の方がすべての回に参加していただけました。
　日本語学習の専門家を講師に招いて、文法
の基礎から、日本語がまったく分からない外国
人に対する教え方のノウハウ、学習に使用する
教材の作成方法まで、実践的で中身の濃い講
座を体験でき、受講者の皆さんも満足してい
ました。

42号の発行を終えてほっと一息

グループディスカッションで意見交換
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国際ふれあいフェア2014
●10月12日（日）11：00～16：00
　雨天決行。荒天時は13日（月・祝）に順延。　
●場　所：浦和駅東口駅前市民広場　
回を重ねるごとに大好評！　さいたま市の姉妹・
友好都市の紹介を中心にしたイベントです。
国際色あふれた食べ物や色彩豊かな民芸品の
数々、世界のエンターテイメントが凝縮されたス
テージプログラムは圧巻。
ふれあいコーナーでは楽しいゲームやフェイス
ぺイントで思いっきりエンジョイしませんか。

国
際
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れ
あ
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ミニ講座「トルコ」
●11月15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）

ミ
ニ
講
座

次世代育成セミナー
　　　～海外を夢見るあなたへ～
●11月22日（土）14:00～16：30
●場　所：浦和コミュ二ティセンター  第15集会室
●定　員：１００名
●参加費：無料
●申込方法：IECまでお問い合わせください　
さいたま市の次世代を担う若者が、海外へ広く
目を向けるきっかけを提供します。海外で働いた経
験のあるゲストの体験談を聞き、海外で活動する
ためにはどんな準備が必要なのか、ゲームを通し
てシュミレーションをします。

次
世
代
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成
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ミニ講座「香港」
●11月29日（土）13:30～15:30 
●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）
　未来都市を彷彿させる高層ビルが立ち並ぶ一方
で、風水を信じてビルのど真中に穴をあける、旧正
月は大いにお祝いするなど、新しさと伝統が同居し
ている街、香港。
　たくさんの文化が共存している不思議な街、香
港を最新の情報を取り混ぜて講師（リリー・チョン
氏）が紹介します。

ミ
ニ
講
座

日本語国際センター交流会
（海外日本語教師と市民の交流会）
●10月7日（火）17:50～19:50（予定）
●場　所：日本語国際センター
　　　　　２Fホール（北浦和駅西口から徒歩8分）
●定　員：協会会員 約45名  一般 約45名（先着順）
●参加費： 協会会員　　 　1,300円
 一　　般　　　 1,800円
　 大 学 生　　　 1,300円
 中高生・留学生　1,000円
●申込方法：次の情報をお知らせください。
①名前（ふりがな）　②電話番号　③Emailまたは
FAX　④会員番号（会員の方のみ）　⑤館内見学会
への参加希望の有無
　海外日本語教師と市民との日本語での交流会で
す。外国人教師と立食式夕食を取りながらのおしゃべ
りや異文化交流を楽しみます。希望者は、交流会前に
日本語国際センターの館内見学会に参加できます。
（20名程度・予約制）

はじめましての会
●10月18日（土）13：30～15：30
●場　所：浦和コミュニティセンター
　　　　　第15集会室（コムナーレ９階）
●定　員：100名（先着順）
●参加費：300円
　　　　　外国籍の方100円
●申込方法：次の情報をお知らせください。
①名前（ふりがな）　②電話番号　③Emailまたは
FAX　④国籍

異
文
化
交
流
事
業



ドクター許のえがおで子育て
●10月29日(水)10：00～12：00
●場所：IEC多目的室
●参加費：無料
●申込方法：IECまでお問い合わせください。
　

子
育
て
支
援

ボランティア養成講座
●12月6日(土)13：00～15：00
●場所：IEC多目的室、ぷらっとサロン
●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）
　IECの各種活動を詳しく説明します。興味のある
活動内容について、実際に携わっているボラン
ティアからお話を聞いてみませんか。
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語学講座後期
●11月上旬～1月下旬　
●場所：IEC多目的室
●受講料：8,000円
●申込方法：IECまでお問い合わせください。
　後期の語学講座は英語２講座と韓国語、ドイツ語
の計4講座です。特に英語のひとつは、オードリー・
ヘップバーン主演で知られる名画「ローマの休日」を
教材に使います。もうひとつの英語はオーストラリア
出身の方が講師で、入門レベルの会話と文化につい
て学びます。韓国語、ドイツ語も、語学だけではなく
文化についても学びます。

語
学
講
座
後
期

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

日
本
語
支
援

13 :30 -15 :00

10 :30 -12 :00

14 :00 -15 :30

13 :30 -15 :00

10 :30 -12 :00 

15 :30 -17 :00

15 :30 -17 :00

13 :00 -15 :00

10/11(土)  11/  8(土) 

10/25(土) 11/22(土)

10/16(木)  11/20(木） 

10/25(土)  11/22(土）

10/  7(火)  11/  4(火) 

10/  9(木） 11/13(木） 

10/23(木)  11/27(木）

10/  7(火)  11/  4(火） 

10/15(水)  11/19(水）

10/25（土） 11/22(土）

10/  4（土） 11/  1(土）  

10/18(土)  11/15（土）

10/15(水)  11/19(水) 

英 　 語

中 国 語

韓 国 語

　
スペイン語
　

ロシア語

日 本 語
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埼玉
りそな

至大宮至大宮

至上野至上野

朝日生命

コルソコルソ

伊勢丹伊勢丹

浦和
観光案内所
浦和
観光案内所

イトー
ヨーカドー
イトー
ヨーカドー

PARCOPARCO

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）

ぷらっとサロンスケジュール
おしゃべりサロン

〒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

　６月11日の「えがおで子育て」には、多くの方に
参加いただき、ありがとうございました。これから
冬になると猛威をふるうインフルエンザなど、春先
にかけてお子さんが注意しなければならない病気
などについて、お話ししたいと思っ
ています。みなさんのご参加を
お待ちしています。

イラスト：あらい太朗


