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8月6日（土）ぷらっとサロンで、ミニ講座「もっと知ってもらいたい  微笑みの国・タ
イランド」が開催されました。講師はバンコク生まれで15年前に来日された小松パ
パッソンさん。
はじめに希望者はタイの民族衣装を着て、タイ語の教室のように、会場のみんなで

「サワディーカー（こんにちは）」などのあいさつを練習しました。
ラオス、カンボジア、ミャンマー、マレーシアに囲まれたタイでは、北部・北東部・中
部・南部など、地域によって言葉や服装が異なるとのお話しに参加者も興味津々。
後半は一緒にタイの伝統舞踊を体験するなど内容の充実したミニ講座になりました。
講座が終わってからもみなさん話が尽きず、参加者はとても楽しんでいたようです。

様々な国の生活・文化についてあなたの「知りたい！」「そうなのか！」を叶えるために、
多様な取組みでデライトを届けます。
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9月27日（火）ぷらっとサロンで、「ニュージーランドを見
てみれば」のミニ講座が英語で行われました。
講師はオークランド出身のピーター・カラムさん。
NZ（ニュージーランド）英語は、/ei/が/ai/になるなどの
なまりがあるそうです（例：day デイ→ダイのように）。
観光の話では、Kauri Tree、スカイタワーからのバン
ジージャンプ、ロトルアでは立ちのぼる蒸気と独特な匂い
などが紹介されました。どこも一度は訪れたい場所で、こ
れから旅行を考えている人にはとても参考になったことで
しょう。
それから、NZはコーヒー文化が強く、カフェが多いという
事は、意外だと思った人も少なくないのではないでしょうか。

最後にピーターさんが日本に来て一番ビックリしたのは、
自動販売機がいたる所にたくさんあることで、NZにいる
羊の数と比較した楽しいトークとなりました。しかし最近
では、NZの羊は減少傾向。代わりに乳牛が増えているとの
最新情報も聞けました。
ピーターさんの話は分かりやすく、時おり、ユーモアや簡
単なクイズを交え、会場も和やかな雰囲気になりとても楽
しい講座でした。

※IECサロンスペースに
　過去に行なったミニ講
　座のアーカイブスを
　展示中（一部）。

毎回いろいろな国の話が聞ける
ミニ講座に、皆さまもぜひ参加し
てみてはいかがでしょうか。

今後の日程
「ノルウェー」12/3（土）13：00～15：00
「ポルトガル」1/25（水）13：30～15：30

ミニ講座知る・わかる
そうなの

か！！

ニュージーランドニュージーランド
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司会の大友さん(左)、松島さん（右）

メキシコからのお客様

恒例の“はじめましての会”が、１０月１５日（土）浦和コミュニティ
センターで開催されました。
最初の“福笑い”風お絵描きゲーム（参加者一人一人が一筆ずつ
描く）に続き、特別参加の「チーム絆」によるゴスペルの歌声で、会
場の緊張が一気にほぐれ、参加者同士の話に花が咲きました。
また、けん玉、お手玉など日本の昔遊び、習字コーナーでの色紙
書きを大勢の人々が楽しみ、文字通りの“国際交流の輪”が広がり、
有意義な一時となりました。
嬉しいことに、「楽しかった」「次が待ち遠しい」という声がたくさ
ん聞こえた“はじめましての会”でした。
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今年も「国際ふれあいフェア2016」が10月9日（日）浦和駅
東口駅前市民広場において開催されました。
当日はあいにくの曇り空のお天気でしたが、昨年を上回る
約7,000人の来場者がありました。会場の中央付近に設けられ
たステージでは国際色が豊かで華やかなダンスや演奏が次々と
繰り広げられ、観客も音楽に合わせて手拍子を取るなど大いに盛
り上がっていました。

初めてボランティアとして参加され、司会を
担当されたお二人にお聞きしますと、「会場が
とても和やかで温かい雰囲気ですね」と好印
象でした。
世界の食べ物や飲み物が味わえるワールド

マーケット、海外の姉妹・友好都市の紹介ブー
スなど展示も豊富で、家族連れや外国から訪
れた方々で終日賑わった会場でした。

はじめましての会はじめましての会はじめましての会



すもも

大家好（中国語：「みなさん、こんにちは」）！
私は中国・上海出身の印 志紅と申します。さいたま観光国
際協会国際交流センターのCIR（国際交流員）です。普段
NHK中国語放送のアナウンサーとして放送の仕事に携わ
る傍ら、国際交流員として友好都市の鄭州市から訪問団が
来たときの通訳、市の広報チラシ（中国語版）の作成及び
チェック、中国語での相談受付、中国理解のための交流活
動への協力などを行っております。
CIRになったきっかけは、日頃の国際交流ボランティア活
動でした。浦和駅前パルコとコムナーレの複合ビルが出来て
まもなく、偶然一枚の「中国語おしゃべりサロン」のチラシを
見ました。心の中で思わず「これだ！」と叫びました。なぜな
ら、以前住んでいた横浜の無料日本語教室で大変お世話に
なった先生やボランティアのみなさんに、感謝の気持ちを
ずっと抱いていたからです。「これで、さいたま市で中国語
を学ぶ日本人のお手伝いが出来る」と思いました。その後、
国際ふれあいフェア、はじめましての会、友好都市鄭州市を

紹介する講座の通訳な
ど、様々なボランティア
活動に携わってきました。
2011年3月、東日本
大震災の折には、さいた
ま市長に鄭州市長から見
舞いの手紙が届きました。大変光栄で恐縮なことですが、な
んと私が双方の手紙の翻訳を頼まれました。
日頃CIRの仕事をしている中で、すごく実感した言葉が二
つあります。一つは「入郷随俗」（地域の慣習、しきたりに
は素直に従うのが良いとの意）、もう一つは「投桃報李」（桃
が贈られれば、その返礼に李を贈るとの意）です。外国で暮
らすなら、まず地域に融け込むこと、そして、良いことをすれ
ば、必ず報われると信じています。これからもその古訓を肝
に銘じ、初心を忘れず、さいたま市のみなさんと一緒に国際
理解とコミュニケーションを深めていけるよう頑張りたいと
思います。
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印 志紅さん
中国・上海出身

小児科医による無料相談会
ドクターになーんでも聞いちゃおう

子育て中のお母さんの為に保育園・幼稚園などの集
団生活で気をつけたい病気の予防方法や子育てアドバ
イスの無料相談会が国際交流センターぷらっとサロン
にて１０月１９日（水）開催されました。
この相談会への参加は国籍不問で、もし外国人のマ
マから要請があれば通訳の手配もあります。
会場にはマットとおもちゃが用意され子供たちがリ

ラックスして遊ぶ傍で、参加したママ達は熱心に先生
の話を聞き質問をしていました。答えてくださったのは、
北区に開業して１０年になる宮原キッズクリニックの許
先生です。
「風邪をひいたときに小児科に連れて行くタイミング
は？」「水薬と粉薬の違いは？」「インフルエンザの予防

接種はしたほうがいいのか？」など、日頃からママたち
が聞きたかったけど今更聞けなかったちょっとした質問
がたくさん出ました。擦り傷は昔のようにカサブタをつく
らずにパッドを貼って治したほうが跡が残りにくいなど、
目から鱗の役に立つ情報もあり、とても勉強になる相談
会でした。

宮原キッズクリニック 許 重治先生

子育て支援事業子育て支援事業
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大好き!

さいたまさいたまさいたま 今回ご紹介するのは、ベトナムからの留学生リンさんです。 SAITA
MA

ベトナムで暮らしているときには、日本企業の看板などを
よく目にすることがありましたが、あまり関心を示すことのな
かったリンさん。
２０１１年、東日本大震災の惨状をテレビで見たとき、被
災された方たちが取り乱すことなく、落ち着いて行動するこ
とに深く感銘を受けました。そこで日本に行く気持ちにから
れ、留学を決意したそうです。
さいたま市にいらっしゃったのは、お兄さんの友人が市内
にある日本語学校の出身で「とても良い」と勧められたから
とのことで、昨年の10月からここさいたまで学んでいます。
さいたま市で生活してみると、色々なことに気が付いたそ
うで、電車に乗るとき、数分の遅れであったのに遅延の細か
い状況説明の放送があったり、アルバイト先でミスをしてし
まった際には、上司や先輩が叱るのではなく、どうすれば良
いかを丁寧に教えてくれたりと、改めて「思いやり、やさし
さ」を実感したそうです。
好奇心旺盛で、趣味は写真撮影や絵画、特に花々をカメ

ラに収めることが大好きなリンさん。
日本語学校のイベント『田植え体験』では、「裸足で田ん
ぼの中に入りとても気持ちがよかった！」と嬉しそうに語って
くれました。
こちらでの食べ物について伺うと、「生ものはあまり口に

しないけれど、寿司を食べたところ、とても美味しく大好き
になりました。それに、日本酒はとてもおいしい」とまさに土
地っ子のようになりました。
学校の近くにある氷川参道のケヤキ並木がお気に入り
で、朝早く散策すると、とても清々しく、その後の授業も気
持ちよく受けられるそうです。
最後に、さいたま市の魅力について「樹木が多く緑に恵ま
れ、交通が便利。ここに住むことができるのは幸せ」とうれ
しそうに語ってくれました。

田植え体験！ コスモス畑にて

８月のユースカフェでは、夏休み特別企
画として「エジプト陶芸ワークショップ」を
開きました。
講師には、エジプト出身の陶芸家サミー

ル先生をお招きし、イスラム文様やヒエロ
グリフを取り入れたキーホルダー作りを体
験。参加した学生の皆さんは、先生の丁寧
な助言により、細やかな文様を加えたり、
月・星・ラクダをあしらったりと、それぞれ
オンリーワンの作品を完成させていまし
た。さらに、エジプトのお菓子やジュースを
頂きながら、先生から現地での生活につい
て伺いました。
「これまで、なじみの薄かったエジプトに
ついて、文化や食生活など様々なことが分
かった」などの感想が多く寄せられ、参加者
にとって貴重な経験となりました。

エジプト
陶 芸

ワークショップ
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～さいたまに来て、見て、感じて～
外国人による日本語スピーチ大会
テーマ「出逢い・発見」
●２月４日（土）１３：００～１６：００（12：00開場）
●場所：浦和コミュニティセンター 多目的ホール 
　（コムナーレ１０階）
●定員：２００名（先着順）入場無料
　さいたま市在住、在勤、在学の外国人が、日本
語でスピーチをします。皆さま是非会場へお越し
ください！

みんなでおしゃべり会
●１２月１７日（土）１３：００～１５：００
●場所：ぷらっとサロン
●定員：７０名程度
※定員に達した場合は締切となります。
●参加費：一家族３００円（当日支払）
●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
　おしゃべりサロンの６か国語（英語、中国語、韓
国語、スペイン語、ロシア語、日本語）の年に１度
の合同交流会です。各言語によるゲーム、歌の披
露等で異文化交流を楽しみます。

にほんごのへや
〈外国人のための無料日本語教室〉
●毎週金曜日（第5週はお休み）
【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　浦和昼コース（保育付き）　
18:00-20:00　浦和子どもコース　
18:00-20:00　浦和夜コース　
【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　大宮昼コース（保育付き）
※１２月２３日、１２月３０日、１月６日はお休みです。

ミニ講座「ノルウェー」
●１２月３日（土）１３：００～１５：００
講師：Wenche Kamino氏 

ミニ講座「ポルトガル」（予定）
●１月２５日（水）１３：３０～１５：３０
講師：川西 和世氏

上記いずれも
●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）

ミ
ニ
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座

イベントスケジュール
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ピーター先生のキッズ英語
●１２月２６日（月）１０：0０～１１：00
講師：Peter Curham氏（ニュージーランド出身）
●場所：浦和コムナーレ９階ぷらっとサロン
●定員：２０名（要予約・先着順）
●対象：３歳～５歳のお子様
　（保護者がさいたま市在住、または在勤の方優先）
●申込方法：次の情報をお知らせください。
①保護者の名前　②参加するお子様の人数、年
齢、名前　③電話番号　④さいたま市外在住の
方は勤務先
　ゲーム、フォニッ
クスなどを通じ、英
語に触れることが
できる子ども向け
のレッスンです。

前回の様子 昨年度の様子
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英　語

中国語

韓国語

スペイン語

ロシア語

日本語

着物着付け体験会
●１月８日（日）
●場所：氷川の杜文化館
　さいたま市の外国人を対象に、着付け、初詣体験会を
行います。茶道やふろしき包みも行い、日本文化に対する
理解を深めます。

※詳しくはＨＰをご覧ください。

　9月2日（金）、にほんごのへや大宮コースでは、防
災の日にちなんで、避難場所の確認や、防災グッズ、
簡易オムツの作り方などを紹介しました。学習者は、
住んでいる区ごとに分かれて、自宅から避難経路を
調べるために、区のガイドマップとにらめっこ。地図
上での自宅探しに苦労しながらも、新たな発見もあ
り、有意義な時間となりました。

防 災 学 習
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15:30
～17:00

13:00
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おしゃべりサロンスケジュール
外国語でおしゃべりを楽しむ会です♪

12/10（土）

12/15（木）
12/24（土）

12/  8（木）
12/22(木)

12/  6（火）
12/21(水)

12/ 6（火）

12/  3（土）
12/17(土)
12/21(水)

1/14（土）
1/28（土）

1/19（木）
1/28（土）

1/12（木）
1/26（木）

1/18 (水)

1/28（土）

1/  7（土）
1/21（土）
1/18 (水)

2/25（土）

2/16 (木)
2/25 (土)

2/  9（木）
2/23 (木)

2/  7（火）
2/15 (水)

2/  7（火）

2/25 (土)

2/   4 (土)
2/18 (土)
2/15 (水)

3/11（土）
3/25（土）

3/16（木）
3/25（土）

3/  9（木）
3/23 (木)

3/  7（火）
3/15 (水)

3/  7（火）

3/25（土）

3/  4（土）
3/18 (土)
3/15 (水)

ガイドマップ

今回のともだちは5人の元気な子どもたちです。
どの科目もみんな好きなビクトルくん（小3）とギター好き

な兄のレオナルドくん（中2）。ブラジルから来日し、「これから
も勉強を頑張るゾ！」と話しています。フィリピン出身のシャー
メインさん（小2）とクリシャリンさん（中1）姉妹は、物怖じせず
全体活動の時間ではとても楽しそうに過ごしています。薛さ
ん（小4）は中国から浦和に来て7月から仲間に。活発でいつも
はじけるような笑顔です。
どの子も目を輝かせている

のを見ると、ボランティアス
タッフも嬉しくなります。

世界のともだち
にほんごの
へやより

せつ

http://www.stib.jp/kokusai

最新のイベントは
IECの HPで！

多言語生活情報誌
ぷらら

編集ボランティア
スタッフ募集中！
ご興味のある方は、事務局まで
お問い合わせください！

一緒に

ぷららを作って

みませんか？
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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

イトー
ヨーカドー
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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）

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

浦和
観光案内所
浦和
観光案内所


