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ユース国際ボラン
ティアの学生達も

大活躍

ステージも大盛り上がり

民族楽器で音出し

華麗な衣装

何を食べようか 迷っちゃう！

コラム　この１枚！コラム　この１枚！
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コラム
新編集スタッフ紹介



　埼玉栄高等学校相撲部とも交流しました！
はじめましての会

　４月１８日、 浦和コミュニティセンターで春の「はじめましての会」が開
催されました。海外１０カ国５３名の留学生と市民が集い、初めて出会う人
たちとの交流の場ができ、歓談、けん玉遊び、筆で色紙に好きな字を書くなど、
人の輪が広がり、楽しい会話があちらこちらから聞こえてきました。
　特別参加の埼玉栄高等学校相撲部６名の方に“相撲の型”の披露をしてい
ただいたあと、参加者と取組をし、交流を楽しみました。留学生、市民から
相撲はすごい、とても楽しかったとの声がありました。みな、楽しい思い出
をいっぱい持ち帰りました。

日本語での司会に初挑戦した留学生

熱気溢れるチーム戦
１人では全く歯が立たないなぁ…

じゃん
けんで

最終決
戦

けん玉って楽しい！
相撲ってかっこいいですね

それ、いい書き出し方だわ！

交流タイム

３人がかりでもビクともしない！

え～と、こうかな？



ユース国際ボランティア　日本の昔遊び

　３月１日に、日本の伝統遊びというイベントを行い
ました。現代の子ども達に日本の伝統の遊びであるコ
マやけん玉、お手玉、折り紙をこのイベントを通じて
少しでも知ってもらおうと思い、このような内容にな
りました。
　当日ユース国際ボランティアは近くの高校生や大人の
ボランティアと共に多くの子ども達とふれあいました。
　コマ回しでは、「回れ！行けっ！」と気合いが入り、
けん玉では技が決まると「オーッ」と盛りあがり、折り
紙では作品が完成すると思わずスマイル！日本の伝統的
な遊びの良さを感じるとともに、子ども達と一体となっ
てボランティアも笑顔で楽しい時間を過ごしました。

　予想を超える数の子ども達が集まり、待ち時間が長
いなど反省点もいくつかありましたが、今回の課題を
踏まえて来年はより良いものにしていきたいです。

　今回で3回目となった子育てイベントをより多くの
人に参加してもらうため、2部構成で開催しました。
　「えがおで親子体操」ではアンパンマン体操から始ま
り、カードやボールを使ったゲームで親子が一緒に身
体を動かしました。国籍も年齢も様々な親や子が全員
で力を合わせ、対戦をし、ゲームの結果には、手を取
り合って、喜んだり、悔しがったりしました。短時間
のイベントではありましたが、全員で一つのことに取
り組み、成し終えた一体感と共に心の交流もすること
もできました。

　「Dr. 許のえがおで子育て」では、子育てに悩む外国
人親子の質問に小児科医の許先生から丁寧にアドバイ
スをしていただきました。 
　インフルエンザ、はしか等の感染経路や予防方法、
アレルギーについてなどたっぷり時間を使って説明し
ていただきました。今後も子育て中の外国人ママ・パ

パと協同でできるような
イベントを企画していき
たいと思います。

子育て支援　「えがおで親子体操」＆「Dr. 許のえがおで子育て」

第３回　コムナーレフェスティバル



ミニ講座　プロアングラー、ネパールを語る

　コムナーレフェスティバル期間中の2月28日、国際交流センター
では、恒例のミニ講座が開催されました。
　今回は、魚釣りのプロ、渡邊新吾氏に講師をお願いし、「プロアン
グラー、ネパールを語る」と題して、ネパールの自然、文化、国情
をお話いただきました。

　「ネパールと魚釣り？」とこの組み合わせに？？を感じる人が多かったのではないでしょうか？実はネパールで
は古代の魚の原型をとどめた魚種がまだ多く見られる場所だそうです。
　日本を発って、バンコク経由でカトマンズに着いたところから始まる講師のネパール冒険談は、聴講に訪れた
多くの参加者を魅了しました。たいへん好評のセミナーでしたので、近いうちに続編を企画したいと考えていま
す。１回目を聴き逃した皆さま、次回は努々（ゆめゆめ）お見逃しなく。
　（このたび、ネパール連邦民主共和国の大地震による未曾有の大災害を被られたことに、深くお見舞い申し上げます。）

2015.2.28 ～ 3.1
国際交流センター
（コムナーレ9F）

にて開催

第３回　コムナーレフェスティバル

今年度よりボランティア事業が一新されたこと
に伴い、IEC News の編集スタッフも新たに
なりました。今後さらにパワーアップした IEC 
News をお届けいたしますので、みなさまお楽
しみに！

IEC News
新スタッフ紹介！

初回の編集会議にて

今回は、IEC News 編集スタッフであ
り、IECの他のイベントでも活躍中の
宮島さんをご紹介します。

　去る２月７日、浦和コミュニティセンター多目
的ホールで行われた『さいたま市外国人日本語スピーチコンテス
ト』にてボランティア参加させて頂きました。
　会場設営、観覧者誘導、出演者の方々との懇談等、初めての現
場実践体験は充実したものとなりました。
　出演者の方々の日本語レベルの高さに驚き、観覧者の方々と和
気藹々なムード作りに努め、先輩ボランティアの要領の良さを盗
みながら良い勉強をさせて頂きました。
　初めて尽くしだった為、至らない点もありましたが、最後にみ
なさまから「ありがとう」や「お疲れ様でした」と言われた時は、

このボランティアに携わっ
て良かったと思いました。
　普段の仕事の合間を縫っ
てですが、時間が赦す限り参
加してスキルアップして行
こうかと思っています。

（宮島　攻）
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さいたま市海外姉妹・友好都市
スポーツ少年団受入
●メキシコ トルーカ（サッカー）
　７月２０日（月）～２７日（月）
●アメリカ リッチモンド（野球）
　８月２日（日）～１０日（月）
　※上記日程は予定です。
　メキシコ・トルーカ市とアメリカ・リッチモンド
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「スポーツ少年団受入・派遣」。
　今年はそれぞれの都市のチームが日本を訪問する
番です。
　トルーカ市からは７月 20日から 27日まで少年
サッカーチームが、リッチモンド市からは、8月２
日から 10日まで少年野球チームが、それぞれさい
たま市のチームとの交流試合や市内でのホームステ
イなどを行います。皆さんも是非試合観戦にいらし
てください。（詳細は後日HPにUP予定）

2013　トルーカ受入

姉
妹
友
好
都
市
交
流

●にほんごのへや 毎週金曜日（第5週はお休み）
※夏期子どもコース 14：00～ 14：30
8月18日（火）、8月19日（水）、8月20日（木）
8月25日（火）、8月26日（水）、8月27日（木）
●浦和コース
場　所：IEC多目的室、ぷらっとサロン
参加費：無料　　申込方法：事前申込不要
10:00-12:00　昼コース（保育付き）　
18:00-20:00　子どもコース　
18:00-20:00　夜コース
●大宮コース
場　所：大宮区役所　会議室
参加費：無料
申込方法：事前申込不要
10:00-12:00　昼コース（保育付き）

日
本
語
支
援

●えいごでベビマ！
英語と日本語でわらべうたを楽しみながら、赤ちゃ
んやお子様と「ベビー・キッズマッサージ」を通し、
スキンシップを取ります。パパ、ママ、育児中の方
が対象です。
日　時：7月 9日（木）10時 ～ 12時
場　所：国際交流センター　ぷらっとサロン
　　　　浦和パルコ上　コムナーレ9階
対　象：  ０歳児～未就学児をお持ちの子育て中の方。

ご家族の参加も可能です。
持ち物：  乳児は床に敷くバスタオル、必要であれば

飲み物
予約不要・無料
講　師：渡邉さやか

子
育
て
支
援
事
業

●さいたま市総合防災訓練
日　時：8月 29日（土） 9：30～ 13：00
場　所：岩槻文化公園（岩槻駅からバスで向かいます）
参加費：無料　　対　象：市内在住外国人（国籍不問）
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）
毎年開催される、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、一緒に防
災意識を高めましょう！

防
　
災

2013　リッチモンド受入

丸山　奈津子


丸山　奈津子
５



〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町11-1 コムナーレ9F

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

（C na ）CEIrete egnhcxE lanoitanretnI

TEL 048‐813‐8500　FAX 048‐887‐1505
E-mail iec@stib.jp　　URL http://www.stib.jp/kokusai
開館時間：午前９時～午後６時　　休館日：日曜日、祝日、年末年始
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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）

おしゃべりサロンスケジュール
英 語 13：30 - 15：00 7/11㈯ 8/8㈯ 9/12㈯ 10/10㈯

7/25㈯ 8/22㈯ 9/26㈯ 10/24㈯

中 国 語 14：00 ‒ 15：30 7/7㈫ 8/4㈫ 9/1㈫ 10/6㈫

10：30 ‒ 12：00 7/16㈭ 8/20㈭ 9/17㈭ 10/15㈭

7/25㈯ 8/22㈯ 9/26㈯ 10/24㈯

韓 国 語 13：30 ‒ 15：00 7/9㈭ 8/13㈭ 9/10㈭ 10/8㈭

7/23㈭ 8/27㈭ 9/24㈭ 10/22㈭

スペイン語 10：30 ‒ 12：00 7/7㈫ 8/4㈫ 9/1㈫ 10/6㈫

7/15㈬ 8/19㈬ 9/16㈬ 10/21㈬

15：30 ‒ 17：00 7/25㈯ 8/22㈯ 9/26㈯ 10/24㈯

ロ シ ア 語 15：30 ‒ 17：00 7/4 ㈯ 8/1㈯ 9/5㈯ 10/3㈯

7/18 ㈯ 9/19㈯ 10/17㈯

日 本 語 13：00 ‒ 15：00 7/15㈬ 8/19㈬ 9/16㈬ 10/21㈬

年会費納入手続き方法
■窓口現金支払い

　 さいたま観光国際協会、または、国際交流センターの窓

口までお越しください（７月31日㈮まで）。

■口座自動引落

　 ご指定の銀行口座からの自動引落は平成27年７月21日㈫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

平成２７年度
年会費納入のお知らせ

●ミニ講座「韓国」
7月 18日（土）13 : 00 ～ 15 : 00
場　所：浦和コムナーレ９階ぷらっとサロン
定　員： 50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：孫一善（ソンイルソン）氏

●ミニ講座「オーストラリア」（予定）
9月 19日（土）14 : 30 ～ 16 : 30
場　所：浦和コムナーレ９階ぷらっとサロン
定　員： 50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）
※８月のミニ講座は休講です。

ミ
ニ
講
座

　実行委員募集！

IEC では、下記イベントに実行委員として企画から実施
まで参加してくださ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：  IEC ボランティアに登録されていて、開催ま

で月１回程度の全体会議に参加出来る方。

●国際ふれあいフェア
【イベント詳細】
日　程：10月 11日（日）11：00～ 16：00
場　所：浦和駅東口駅前市民広場

●次世代育成セミナー
【イベント詳細】
日　程：11月（予定）
場　所：浦和コミュニティセンター（予定）

aitama
welcome to

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


