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〜海外姉妹・
友好都市とともに〜

留学生も大活躍！

鮮舞踊
ステージを彩る華やかな朝

i nt

10月8日（日）、浦和駅東口駅前市民広場で「国際ふれあいフェア
2017」が開催されました。
当日は朝から晴天に恵まれ、会場はおよそ８千人の来場者で賑わい
ました。
会場では、世界各国のグルメや民芸品の販売、子供たちに大人気の
交流テント、観る人を魅了させる華やかなステージプログラムが披露
され、国際色豊かな1日となりました。
er

♥
大人気のヌゥ＆パルコアラ

v i ew

司会をつとめたネパール人の
ニラウラさんに直撃インタビュー

国際ふれあいフェアは、同じ場所に居ながら色々な国の文化に
触れられる良い機会だと思います。司会をやらせていただき、日本
人の皆さんと楽しいひと時をすごす事ができました。
この素敵なフェアに携わる事ができ一人のネパール人として、
とても幸せです。

ニラウラさん

世界のグルメを堪能♪

日本語で国際交流

センター交流会

10月17日（火）、北浦和の日本語国際センターにて、外国人
日本語教師と市民の交流会が開催されました。

羽織を着て、みんな揃って
ハイ、チーズ☆

この会は、研修で来日している外国人日本語教師と日本語で
親睦を深め、これをきっかけに、広く外国の方と交流を推進
していく事を目的に開催されています。
今回は、30か国、60名の日本語教師を迎え、総勢146名の
参加者が集い、皆さま交流を楽しんでいました。
終了時間を迎えた後も、多くの参加者がロビーに残り、名残
惜しそうに交流を続けていました。

奈良の柳生の里に
行ってみたい！
ジョージアのテクラさん

日本食は何でも大好き！
コートジボワールの
ニアウイさん

季語を当てるゲームで大盛り上がり！
さすが、日本語教師のみなさんですね。
日本語をよく理解しています！

※日本語国際センターと
は、世界各国で日本語
教育に携わっている外
国人教師の方の研修
センターです。

はじめましての会
年2回の恒例の会が10月21日(土)、浦和コミュニ
ティセンター第15集会室で国際交流の場として開
かれました。
さいたま市に在住・在学の外国人、ギニア・ブラ
ジル・フランス・サウジアラビア・インドネシア・
タイ・ベトナム・中国・台湾など35名の皆さんを
お迎えし、地元さいたま市などの日本人を含め総勢
約90名が参加しました。
進行は2人の外国人が務め、7グループに分かれて
のメイン・イベントの「はらはらドキドキ」の風船
割りゲームで競い合った後、筆を使い墨で字を書い
たり、けん玉やだるま落しの昔ながらの遊びを楽し
みました。ベトナムのドー ティーフォン タオさん
の歌に拍手喝采、お互い気持ちがほぐれた中で日頃
の生活体験等を日本語や英語、自国語を交えた、
おしゃべりで盛り上がり、参加した皆さんからは
「とても楽しかった」という多くの声を聞きました。

第

1回

メキシコ現地便り
さいたま市はメキシコ・トルーカ市と姉 妹 都 市になっており、そのご縁で、メキシコへの留 学 生 派 遣 事 業に携わって
います。現在メキシコに滞在している留学生より、現地レポートが届きましたので、お知らせします。
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小宮山

伶さん ／ 男性 . 23才 . 出身地区 緑区

将さん ／ 男性 . 22才 . 出身地区 大宮区

こんにちは！この度、さいたま市から推薦を頂

こんにちは。さいたま市の推薦を受けて2017年

き、メキシコに留学させていただいております、

の夏よりメキシコで一年間研修中の小宮山将と申し

佐々木伶と申します。さいたま市からの派遣生の名

ます。私は現在、一人暮らしをしながら学校に通って

に恥じぬよう、精一杯頑張りますので、よろしく

いますが、そこで出会った日本とは異なる現地の

お願いします。さて、ご存知の方も多いと思います

生活習慣を紹介したいと思います。通学、勉強、買い

が、メキシコは9月に、二度の大規模な地震に見舞

物などの日常生活は会話のすべてがスペイン語です。

われました。幸い、私たちが通っている学校に被害

英語など他の言語は通じません。印象的な体験の

はありませんでしたが、地震当時は大騒ぎで午後は

一つが地下鉄です。時刻表や駅構内のアナウンスは

休校となりました。その日、帰宅途中に寄ったコン

なく、ホームの列に並んで待つという習慣もありま

ビニで、とても印象的な出会いがありました。それ

せん。また、電車内は物売りの威勢の良い掛け声

は、店員さんがレジに並ぶお客さんの前で、必死に

で、いつも活気に満ちています。メキシコの人々は

自宅へ電話をしている光景です。ご家族は無事だっ

親切で、わからないことがあれば、遠慮なくお互い

た様子で店員さんの安心した顔を見てレジに並んだ

声をかけ合い助け合います。この様な日本との慣習

お客さんも、私も ホッ と安堵しました。

の違いは、不便を感じる時もありますが、同時に面
白く愉快でもあります。
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コ発
メキシ

「いち早く救 援 活 動に駆け付けてくれた
日本のみなさん、ありがとう」

これは、9月19日にメキシコ中部
で発生した地震に際して現地へ派
遣した日本の迅速な救援活動に対
してメキシコの皆さんから寄せら
れた感謝のメッセージです。

さいわい、さいたま市と関係の深
いトルーカ市に大きな被害はあり
ませんでしたが、トルーカ市の皆
さんからも、同様のメッセージが
届きました。

今回、災害に遭われた方々に対
し、心からお見舞いを申し上げま
すと共に、被災地の一刻も早い復
旧を祈ります。
ＩＥＣ編集者一同

第1 回

ママにQuestion

ちびっ子大使

Q：いつからさいたま市にお住まいですか？
A：2003年に来日し、10年前からさいたま市に住んでいます。

and Family

外国人のご家族に登場していただき、母国と日本の生活・
習慣・子育て、さらに今後の夢等を語っていただく新企画
です。第1回は、さいたま市在住、タレント活動をしている
ジェシカ・ゲリティーさん、お子様のレイラちゃん＆タイラ君
＆サラちゃんにお会いして、お話を伺いました。

ジェシカさん
レイラちゃん

タイラ君

サラちゃん

Q：日本で 家 事・育 児をされ て 、ニュージーランド（ 以 下 、N Z ）と
違うと感じることはありますか？
A：NZでは、 キウイハズバンド という言葉があるように、夫は当
たり前のように家事・育児を行います。私もそれを期待していま
したが、9時〜17時で帰れない日本でそれを求めるのは難しい
ですね。でも、お休みの日は、よく手伝ってくれます。
Q：お子さんへの教育について教えてください。
A：家庭では英語と日本語のミックスで話しています。自律性を持
たせるため、小さい時から自分でできるように教育していま
す。部屋も全員別々です。遅くても午後8時には子供を寝か
し、睡眠時間は一般的な日本の家庭よりも長くとっています。
Q：最後にお子さんには将来どのようになってほしいですか？
A：二人ともちょこちょこテレビにも出て、ナレーションの仕事も
続けているので、将来は芸能界で何かできたら面白いなと
思っています。また、二人とも3歳からゴルフを習っているの
で、コースデビューもさせたいです。

ちびっ子 大 使にQ u e s t i o n
❶将来の夢は？ ❷好きなお勉強は？
❸一番好きなおやつは？ ❹ママの料理で何が一番好き？
レイラちゃん

❶アーティスト
❷社会
❸オレオ
❹カレーライス

Let s
ボランティア

タイラ君

❶スカイダイバー
❷算数
❸キャンディ
❹ラーメン

「ちびっ子大使 and Family」の取材ができる
外国人Family大募集！詳しくは、国際交流センターまで！

事業ボランティア及びイベントボランティアとして、

多方面にてご活躍いただいている木下さんのお話です。

木下

道子さん

こんにちは。木下道子と申します。協会において

でない、人々の生きざまが一つ一つ解け合う事を願い

は「にほんごのへや」と「子育て支援」の二つを軸

ます。喜びや楽しさは安心できる信頼関係から生まれ

に、個人的には和太鼓やよさこい踊りなどで国際文

ると思います。先ずはスタッフ同士が尊重し合い、

化交流も行っています。常に感動と驚きの連続で

活発な意見を受けとめて、視野を広げ、価値観の違い

す。現職に活かせるヒントも一杯！和食はダシ、醤

を認め合う事も大切だと思います。新しい年に向けて

油と砂糖で味が単調と言われ納得したり、お互いの

初めの一歩、何から始めますか！

国の言葉の意味を共有し、造詣を深めあったり、ベ
トナムからいらしたお母様との学習中に、ご長男が
描いた絵に癒される事も。又、帰国される方々から
温かいお手紙を戴き何ものにも代えがたい愛に包
まれました。多国籍が共存するさいたま市でボラン
ベトナムのお子様の絵

▼

ティアのボランティアによるボランティアの為だけ

イベントスケジュール
▲
▲
▲
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外国人による日本語スピーチ大会

I E C

第16回さいたま市外国人による
日本語スピーチ大会

〜さいたまに来て、見て、感じて〜
●テーマ：未来の私へ伝えたい
●2018年2月3日（土）
13:00〜（開場12:00）

●場所：浦和コミュニティセンター
多目的ホール（浦和コムナーレ１０階）
●定員：200名 入場無料（当日先着順）
さいたま市在住、在勤、在学の外国人が、日常の中で
感じたことや考えたことを日本語でスピーチします。
皆さま是非、会場へお越しください！

●2018年１月２０日（土）13:00〜15:00
講師：温

淑英(ウェン シューイン)氏

ミニ講座「サウジアラビア」

日本語支援

ミニ講座

ミニ講座「中国」

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】

●2018年2月17日（土）13：00〜15：00

●場所：多目的室、ぷらっとサロン

講師：カーン モァタス氏

●参加費：無料
●申込方法：事前申込不要

ミニ講座「ブラジル」
●2018年３月１５日（木）13：00〜15:00
講師：石田

裕士氏

浦和子どもコース

18:00-20:00

浦和夜コース

●申込方法：事前申込不要

●参加費：無料

10:00-12:00

●申込方法：次の情報をお知らせください。

日本語国際センター交流会

日本語国際センター交流会

〈海外日本語教師との交流会〉

●2018年2月8日（木）16:30〜18:00
●場所：日本語国際センター2階ホール
（北浦和駅西口から徒歩8分）
●定員：協会会員約25名
一般約25名（先着順）
●参加費（当日支払い）
：一律５００円（小学生以下無料）
●申込方法：次の情報をお知らせください。
（1月16日（火）締め切り）
①名前（フリガナ）②電話番号③連絡先（メールまたはFAX）
④館内見学会（20名程度、先着順）の参加希望の有無
※小学生以下のお子様連れの場合は申込時にお申し付

着物着付け体験会

③住所（市・区のみ）

南館302

●参加費：無料

●定員：５０名（先着順）

けください。

18:00-20:00

●場所：大宮区役所

●場所：ぷらっとサロン

②電話番号

浦和昼コース（保育付き）

【大宮コース】

上記いずれも

①名前

10:00-12:00

大宮昼コース（保育付き）

着物着付け体験会
●2018年1月7日（日）10:00〜15:00
●場所：氷川神社

呉竹荘

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。

世界のともだち

にほんごの
へやより

おしゃべりサロンスケジュール

今回のともだちは、ジネブラ ラメッラ ポッロネ（ジニー）さん
と（左・イタリアご出身）とエミリー フォスール（エミリー）さん
（ 右・ベルギーご出 身）です。

外国語でおしゃべりを楽しむ会です♪
英

13:30
語 〜15:00

1/13（土） 2/10（土） 3/10（土） 4/14（土）
1/27（土） 2/24（土） 3/24（土） 4/28（土）

14:00
〜15:30

1 / 9（ 火 ） 2/ 6（火） 3/ 6（火） 4/ 3（火）

10:30
〜12:00

1/18（木） 2/15(木) 3/15（木） 4/19（木）
1/27（土） 2/24(土) 3/24(土) 4/28（土）

ジニーさんは、ヒップホップやラテン系のダンスが大好きで
す。ゲームが大好きなエミリーさんのお気に入りは『 ゼルダ

中国語

の伝説 』だそうです。さいたま市内の高校に留学中のお二人
はとっても仲 良し。日本の文 化を肌で感じながら、充 実した
学生生活を送っています。

韓国語 〜15:00

1/11（木） 2/ 8（木） 3/ 8（木） 4/12（木）
1/25（木） 2/22(木) 3/22(木) 4/26(木)

10:30
〜12:00

2/ 6（火） 3/ 6（火） 4/ 3（火）
4/18(水)
1 / 1 7 ( 水 ) 2/21(水)

15:30
〜17:00

1 / 2 7 ( 土 ) 2/24 (土) 3/24（土） 4/28(土)

13:30

スペイン語

ロシア語 〜17:00

1 / 6（ 土 ） 2/ 3(土) 3/ 3（土） 4/ 7（土）
1/20（土） 2/17(土) 3/17(土) 4/21(土)

13:00
日本語 〜15:00

1 / 1 7 ( 水 ) 2/21(水) お 休 み 4/18(水)

15:30

簡 易 生活相談
（外国人向け）

月〜木、
10:00〜17:00
（受付は16:30まで）

こんなときどうしたらいいの？困った
こと、わからないこと、どんなこと
でもお気軽にどうぞ！ボランティア
スタッフが対応します。

最新のイベントは
IEC の HP で！
http://www.stib.jp/kokusai
※4月以降の事業については、予定となっております。

英 語

中国語

中国語

スペイン語

韓国語

ロシア語

日本語

おしゃべりサロン
活動風景

「中国語おしゃべりサロン」は、中国語大好き
という人達が月３回集まり、おしゃべりを楽しんで
います。おしゃべりのテーマは、その日の参加者
から「今日はこんな話をしようよ」という雰囲気
で決まり、
１時間半という時間はあっという間に
流れ、もうおしまい？と思ってしまうほど楽しい
サロンです。皆さんもこんな話をしたい、こんな

第 13 回

わく わく 国際フェスタ
2018年2月25日（日）

ことを聞いてみたいという話題をもって参加し
てみませんか。今後の日程は「おしゃべりサロン
スケジュール・中国語」をご覧ください。

13:30〜16:15（13:00開場）予定
会 場 浦和コミュニティセンター
第15集会室（コムナーレ9階）
詳細は決まり次第HPに掲載します

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

コルソ

東口

西口

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

