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News
う！」
「さいたまで暮らそ
「さいたまで学ぼう！」
「さいたまで育てよう！」
いろいろな国から来て、日本で暮らしている人たちが毎週金曜日「にほんご
のへや」に集まります。
わたしたちは「日本語でにほんごを」を大切に、楽しい会話を通して日本語が身につくよう
に生活に必要なことばのお手伝いをしています。
2007年にはじまり、現在ボランティアスタッフは約70名。昨年度学習者は年間延べ
2369人、参加国は38カ国に及びました。
「にほんごのへや」は、学習者の笑顔を楽しみに
活動しています。

浦和昼コース（保育

付き）
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大宮昼コース（保育

付き）

大宮区役所内の会議室で活動しています。学校に
行っていない子どもから社会人まで幅広く
参加しています。来てよかった！ また来週
も来よう！ と思っていただける楽しい
学習の場になっています。

赤ちゃん連れのお母さんも、子ども
たちが保育スタッフと遊んでいるのを
見ながら安心して学習できます。お正月
会で各国料理の披露やゲーム、お花見で一
緒にお弁当を食べたり季節ごとの行事や文化も大切に
しています。

浦和夜コース

浦和子どもコース

仕事や学校帰りの夜6時
からスタートします。高校
の交換留学 生や社 会 人
が多く、職場での会話や
生活に役立つ情報も
たっぷり。2015年度は
32か国の方が参加しま
した。アニメやファッショ
ンなどの楽しい話題もあり
ます。

小学1年生から中学3年
生を対象に、学校で使う日
本 語を中 心 に 学 習しま
す。来日間もない時期の
大変さはあっても同じ国
の出身者と友だちになっ
たり、みんなと会えるこ
とで元 気になれる場 所 。
成長した卒業生が遊びに来
て 交 流 の 輪 が 広 がって いま
す。

今年5月から桜区の埼玉大学内国際交流会館（通称Ｉ−ＨＯＵＳＥ）に「にほんごのへや 桜」が新しくオープンしました。
毎週火曜日午前、埼玉大学の留学生とその家族、知人が対象です。子どもを連れた学習者も大歓迎！

WELCOME TO 「にほんごのへや」!

「国際友好フェア2016」が5月3日〜4日の2日間、市民の

国際友好
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森・見沼グリーンセンターで開催されました。4日は、お天気が
心配されましたが、幸いにも両日ともに快晴に恵まれ、延べ6万
5千人の来場がありました。
「国際友好フェア」
は毎年ゴールデン
ウィーク中に、花と緑の祭典 を
「春の園芸まつり」
や
「シビック
グリーンさいたま」
と共同で開催します。会場では市内の国際
交流団体等の活動紹介や世界の料理、民芸品の販売などが
行われたほか、植木や草花の販売もあり、ステージでは国際色
豊かな音楽や民族舞踊が披露され、観客も一体となって盛り
上がりました。

おいしそうで
迷っちゃう！

ジ
素敵なステっー
い ぱい

コラム

この一枚

会場で色鮮やかなサリーをまとった子供連れの

会場で見かけた
ファミリー

女性を発見してお話を伺いました。インタビュー
に応じてくれたのはインドから来日したばかりの
笑顔が可愛い女の子
「アディティちゃん」
と優しい
お兄さんの
「シャルマ君」、2人の叔母の
「アジさ
ん」
です。3人は、10年前に来日して市内の料理
店で働く両親と一緒に暮らすために、日本へ来ま

インドから来日した、ティア
君、ニハリカちゃん、ディプ
ティさんの親子はステージ
の熱演に思わず拍手・喝采

した。今日は近所に住む
「高橋賢二さん」
と、友達
の
「裕汰郎君」
のご一家と遊びに来ました。アディ
ティちゃんは
「日本の友達はみんな親切、学校も
大好き」
と答えて、高橋さんを
「私の日本のおじい
ちゃん」
と紹介してくれました。

さいたま市在住のサングレさん
（セネガル）
、
クセニアさん
（ロシア）
夫妻はアメリカから来日した友人のディアオさんを案内

ンター
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特別企

しょどう ｄｅ あ〜と

〜美しさに触れ、親しみ、創造する〜

3月５日
（土）
に行
われたコムナーレ
フェスティバルに筆
字ロゴ 制 作 、書 道
パフォーマンスな
どで活躍中の若手
書道家 小川 啓華
さんが登場！
「唯心論」
の文字
を 書く姿 に 、思 わ
ず息をのむほど、周囲は魅了されました。講演で
は、フランスで子供向けのワークショップを開いた
際 に 、大 人 も 書きたいと、急きょ大 人 の ワーク
ショップをすることになるなど、書道の魅力を伝え
た啓華さんの人柄がわかる楽しいお話を聞くこと
ができました。
また、筆で文字を書く機会が少なくなった今、書
道を復活させたい、日本の伝統を繋げていきたいと

今後の抱負も語っていただきました。
最後に行われたワークショップもキャンセル待ち
が出るほど好評で、子どもから大人まで幅広く実
際に書道を体験することができました。とても素晴
らしい内容で、あっという間に時間が過ぎていきま
した。

はじめましての会
4月16日、来日間もない留学生とさいたま市在住の外国人を含む市民との交流の場、 はじめましての会 が
浦和コミュニティセンターで開催されました。最初に行ったゲーム、小物を袋に詰め重さを競う めざせ！ぴったり
2kg！ で参加者の緊張もほぐれ、会場からは楽しい会話や笑い声が聞こえました。そして、けん玉コーナーで遊ぶ
人、書道コーナーで好きな文字を色紙に書きあげる人たちであふれ、楽しい思い出をいっぱいつくりました。

Let s
ボランティア

表紙で紹介した
「にほんごのへや」
のボランティアスタッフにお話を伺いました。

浦和昼コース

金指

和世

「にほんごのへや」のある毎週金曜日
は、子育て中の自分にとって大切な日で
す。さいたま市に住む一社会人として、
様々な国の方々と交流し、日本語を支援
することに喜びとやりがいを感じていま
す。さいたま市を、そして日本を、
もっと好
きになっていただきたい！という思いで、楽しく続けて
います。また、世代の異なるボランティアスタッフとの
素晴らしい出会いも日々の生活の励みになっています。
今後もさらにステップアップしていきたいと思います。

浦和子どもコース

滝本

明子

「にほんごのへや」発足時は、浦和昼
コースで自分の子育てを思い出しながら、
赤ちゃん連れの母親に日本語とともに、日
本での子育てや初めての育児のアドバイ
スをしていました。数年後、子どもコース
に移動すると、子どもたちのエネルギーに
圧倒され、様々なケースの対応に悩みながら、少しでも
力になれればと活動を続けています。どんどん吸収して
いく子どもたちの若さをうらやましく思います。子ども
たちの笑顔に癒されているのか、
なぜだかわかりません
が毎週楽しく続けています。

浦和夜コース

田中

郁子

私の所属する夜コースは、高校生、社会
人、主婦と幅広い外国人が来ます。東日本
大震災後に減った外国人ですが、今では
ひとりで複数の学習者を担当することが
あるくらいに増えています。
学習者から日本の良さを再発見することも多く、楽
しい時間を過ごしています。一生懸命覚えた日本語を
使って通じた！と報告してくれた時の嬉しそうな顔は
忘れられません。

大宮昼コース

中村しのぶ

大宮区役所内で行う大宮コースは日本
に来て間もない方が多くいます。異国の
地で子育てをする親の思いや悩みに共感
し、彼らならではのアイディアや文化に触
発され、わたしにとっても価値のある時間
になっています。地震や防災に関しては家族と同じく真
剣に伝えます。周りのスタッフの方たちのおかげで9年
間
「にほんごのへや」
のボランティアを続けることがで
き、
とても感謝しています。

大 好き

さいたま

ベ クイル ジュ

今回は、
２月のスピーチ大会で大活躍された白一珠さんにインタビューをしました。

韓国ご出身のベクさんは、
６年ほど前に出産・子育て
を機に、仕事のため、
５年ほど住んでいた中国を離れ、
さいたま市に移り住みました。難しい日本語、初めての
子育てと、戸惑うばかり。まずは日本語を覚え、日本に
馴染まなくてはと奮闘していたところ、目に留まったの
が協会広報誌内の「にほんごのへや」の案内。子連れ
参加OKのコースがあり、
すぐに参加を決めました。
もともと、英語、
フランス語などの語学に興味があり、
勉強をしていたベクさんは、みるみるうちに、日本語も
上達。その成長ぶりにはボランティアスタッフも驚く
ほどでした。
今では、
「にほんごのへや」
に通いながら、時にはボラン
ティアスタッフに頼まれて、困っている外国人のかたの
お世話をするほどです。
日本に来てから始めたマラソンでは、育児に協力的
なご主人のバックアップもあり、ハーフやフルの大会に
出 場するほど腕を上 げ 、2 人のお子さんの子 育てに
忙しい毎日ですが、ひとつひとつ今の自分がやりたい
こと、やれることにチャレンジ。好きなことをするのが
一番、
と話してくれました。
さいたま市のお気に入りの場所は、別所沼公園や
秋ヶ瀬公園。自宅から近く、遊具もあり、BBQもできて、
家族みんなで楽しんでいます。
「さいたま市には、自然が

楽しめる場所がたくさんあります。手入れがきちんと
され、いつでも楽しめる花と緑の散歩道や別所沼公園
などは本当に素晴らしいと思っています。「
」近場で自然
が満喫できることは、母国から離れて暮らす子育て中の
ママなどの外国人にとって住みやすく、良いことだと
思っています」
とも話されました。
最後にベクさんは
「さいたま市に住んだことで、多くの
素敵な人たちと仲良くなり、たくさんの声掛け、支援を
受けました。子供の通う幼稚園の発表会の衣装づくり
では、
ミシンの使い方から教えてもらうなど、本当にここ
に住んでよかったです」
と素敵な笑みがこぼれました。

イベントスケジュール
▲
▲
▲
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姉妹友好都市交流

I E C

さいたま市海外姉妹・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２日（火）
〜９日（火）※日程は予定です。
姉妹都市アメリカ・リッチモンド市との交流事業と
して続けられている「スポーツ少年団受入・派遣」。
今年は日本のチームが訪問する番です。

2 0 16
SEP.

リッチモンド市 へは、８月２日から９日まで少 年
野球チームが遠征して、現地のチームと交流試合
やホームステイ体験をします。皆さまも応援してく
ださい！

ミニ講座

ミニ講座「ポルトガルに出会う
おいしいひととき 〜ポ ルトガ ル
そしてワインの魅力 〜」
ミニ講座

H26派遣時の様子

師：川西 和世 氏

ミニ講座「砂漠とラクダだけでは
ない、イスラエルの魅力 〜マイム
マイムはイスラエルの歌 〜」
●７月１２日（火）
１３：３０〜１５：３０
●講

災

●講

防

●６月２１日（火）
１３：３０〜１５：３０

さいたま市総合防災訓練
（外国人参加者募集！）

●9月１日（木）
●場

所：JRさいたま新都心駅周辺

●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

師：高橋 エステル 氏

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、

上記いずれも

IECも参加します。もしもの時のために、

●場

所：IECぷらっとサロン

●定

員：５０名（先着順） ●参加費：無料

防災意識を一緒に高めませんか？

●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）

次世代育成セミナー

実行委員に興味の
ある方は事務局まで
お問い合わせください！
く

ら

り

３月６日（日）、ファーム・インさぎやま久楽里にて、次
世代育成セミナーを開催し、外国人留学生１３名、日本
人１４名の合計２７名が参加しました。雨天の予報から一
転し、春のような陽気の中、テーマを「外国の友達とアウ
トドアで交流！“それぞれの国の良いところを探そう”」と
し、日本の農業の実態についての講義や花寿司作りの
後、さいたま市かるたやグループディスカッションを通
し、交流を楽しみました。
（※今年度開催時期未定）

Youth Café

今後の日程
6月26日
（日）

４月２４日（日）午後、IECサロン
7月24日
（日）
内で留学生・外国人と日本人学生
8月28日
（日）
の国際交流会「ユースカフェ」を開
9月未定
催しました。
３回目の今回は、7か
上記いずれも
国36名（内外国人26名）の方々に
14：00 -15：30
“ご来店”いただきました。参加者は
参加費無料
トークやゲームを通し、飲み物やお
菓子を楽しみながら、楽しく国際交流できたようです。

英

語 13:30-15:00

6/11（土） 7/ 9（土）
9/10（土）
6/25（土） 7/23（土） 8/27（土） 9/24（土）

14:00-15:30 6/ 7（火） 7/ 5（火） 8/ 2（火） 9/ 6（火）
中国語

10:30-12:00

6/16（木） 7/21（木） 8/18（木） 9/15（木）
6/25（土） 7/23（土） 8/27（土） 9/24（土）

韓国語 13:30-15:00

9/ 8（木）
6/ 9（木） 7/14（木）
6/23（木） 7/28（木） 8/25（木）

10:30-12:00

6/ 7（火） 7/ 5（火） 8/ 2（火） 9/ 6（火）
6/15（水） 7/20（水） 8/17（水） 9/21（水）

スペイン語

15:30-17:00 6/25（土） 7/23（土） 8/27（土） 9/24（土）
ロシア語 15:30-17:00

6/ 4（土） 7/ 2（土） 8/ 6（土） 9/ 3（土）
6/18（土） 7/16（土） 8/20（土） 9/17（土）

日本語 13:00-15:00 6/15（水） 7/20（水） 8月お休み 9/21（水）

日本語支援

ぷらっとサロンスケジュール

にほんごのへや
●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

浦和夜コース

18:00-20:00

浦和子どもコース

※夏期子どもコース（全５日）
１４：００〜１５：３０
8月２２日（月）、8月２３日（火）、8月２４日（水）、
8月２５日（木）、8月２６日（金）
【大宮コース】
●場

所：大宮区役所

●参加費：無料
●申込方法：事前申込不要
10:00-12:00

会員入会 のご案内
当協会の活動にご賛同頂ける会員を募集しています。
年会費

正会員
賛助会員

団体・法人 1口 5,000円から
個

人

1口 3,000円から

個

人

1口 2,000円から

学

生

1口 1,000円から

●正会員は総会に出席し協会の運営に参加
する議決権があります。

会議室

大宮昼コース（保育付き）

IEC News

一緒に
IEC Newsを
作って
みませんか？

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

申込み方法 下記事務所または国際交流センターにて
お申し込みください。

（公社） さいたま観光国際協会

〒 330-0853
さいたま市大宮区錦町682-2 JACK大宮3F
T E L 048-647-8338
FAX 0 4 8 - 6 4 7 - 0 1 1 6

最新のイベントは
IECのＨＰで！

http://www.stib.jp/kokusai

公益社団法人 さいたま観光国際協会

国際交流センター

ば
ひろ
市民

駅

西口

コルソ

東口

TEL 048
‐
813
‐
8500 FAX 048
‐
887
‐
1505
E-mail iec@stib.jp
URL http: //www.stib.jp/kokusai

伊勢丹

和

〒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）

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）

イトー
ヨーカドー

浦

Saitama Tourism and International Relations Bureau（STIB）
International Exchange Center（IEC）

至大宮

PARCO

埼玉
りそな

朝日生命

浦和
観光案内所
至上野

