さいたま市国際交流センター発
Saitama City
International Exchange Center

News
CONTENTS
5月3日・4日、市民の森・見沼
グリーンセンターにて、
「国際
友好フェア2018」が開催され
ました。
心 配され た 雨も降らず 晴 天

1 イベントレポート
2 コラム
3 イベントスケジュール

に恵まれた中で、今年も会場は
たくさん の 笑 顔 であふれ て い
ました。

開会式

笑顔あふれる、
異文化体験♪

世界中の
屋台が大集合

会場で見かけた
素敵なファミリー
イギリスから来日して8年に

なるボーマンさん。各国の屋台

外国人ボランティアに
聞きました
交流テントで、子供たちにフェ

イスペイントをしていた、ティワ

が並ぶ中、
トーゴ料理を召しあ

リ ビマル君は、
ネパールからの

しかったです」
と感 想を聞かせ

好きなので、母国でも多くの活

がり、
「クスクスがとっても美味

てくれました。様々な形で世界

を感じることができる友好フェ
アで、
また一つ素敵な笑顔に出
会いました。

留学生です。
「ボランティアが大

動に参加しています。日本では

初めての参加となりますが 、と

ても楽しかったです」
と感想を聞
かせてくれました。

早春に萌える!!歌声「Musical&Opera」

元劇団四 季
遠藤 麻里さん

ムジカ・グラ
ンディオー
ザの
みなさん

市民活動サポートセンター特別企画「Presentation of Art ♪〜Spring
Music Stream〜♪ Musical & Opera」が3月3日（土）に開催されまし
た。用意された椅子は、開場とともに満席に。
普段は静かなサロンがミュージカルとオペラの劇場に大変身。生演奏を
バックに艶やかな衣装と大迫力の歌声に、多くの観衆が魅了されました。
かわいらしい「雪だるまつくろう」（アナと雪の女王より）のミュージカ
ルや、優雅な「オー ソレ ミオ」の歌声で会場は最高潮に盛り上がり、一体
となって春の歌を熱唱。最後は、アンコールの声に「歌えバンバン」が演者

ピッコリ アン
ジェリ
のみなさん

全員で披露され、感謝を込めた盛大な拍手がいつまでも鳴りやみませんで
した。
ピアノの
渋谷 絵里 香さん

みなさん、
一緒に春の歌を
歌いましょう♪

雪だるま
つくろう〜♪

ミニ講座

〉
〉
〉ブラジル

3月15日

「ブラジル高校留学体験」〜変化と成長はワンセット〜

今回の講師は、昨年一年間ブラジルに高校留学していた、
石田裕士（高校2年生）さんです。ブラジルは日本からの直
行便が無く、石田さんも、約20時間を費やし、サンパウロ近
郊の街〝サン・ジョゼ・ドス・カンポス〟に着きました。
当初は言葉が解らず、なかなか会話に入ることができな
かったそうですが、赤ちゃんが言葉を話し始める時の様に、
相手の話し言葉を真似しながら繰り返す、という方法で、次
第にポルトガル語が話せるようになったとの事。講座では、
流暢なポルトガル語も披露していただきました。
現地のサッカークラブでは、自分と異なる攻めのプレーに
刺激を受け、サッカー本場のレベルの違いを痛感。 また、ブ
ラジルは仲間とのCompartilhar（共有意識）が強い国と
あって、どんなに小さなチョコレートでも必ずシェアをす
る、友人とは必ず1人1人と握手するとの体験談は、大変興
味深い物でした。
挫けそうな時は、ホストママの口ぐせ「Vai dar tudo
certo!!（全部上手くいくよ）」という言葉に勇気づけられ、
この言葉は今や石田さんの座右の銘となっているそうです。

自分自身の成長の為に、あえて厳しい環境を選んだ留学体
験は、大変貴重で将来の自分の礎となったようです。
多くの参加者から、温かい拍手とエールが寄せられ、大変
有意義な講座となりました。

▲ ユーモアあふれる講座

風景

スト像の前で
▲ コルコバードのキリ

ホストファミリーの
国際交流風景

昨年秋のホームビジットの
ゲスト、ガナさん（モンゴ
ル出身）とは、現在も交流
が続いています

ミニ講座の講師を務めてくださった、石田裕士
さんのお宅は、ホストファミリーをしています。
毎年、世界各国から、多くのゲストを受け入
れ、家族皆で国際交流を楽しまれています。

◀ 石田ご夫婦
（左、中央）
と

そんな石田家の様子をのぞいてみましょう。

グスタボ君（ブラジル
出身）とポルトガル語
でコミュニケーション
を取る裕士さん
裕士さん（中央）
と
兄の雅士さん▶

▲ メキシコ・トルーカから来たアレックスくん（中央）

多言語のクラブを家族で楽しんでいるので、世界
の方々と接する機会は多く、地元にいらっしゃる留
学生達をサポートすることは、日本にいながら出来る
海外協力だと感じています。世界と日本の架け橋に
なる留学生との出会いに夢をもらっています。子供
達の英語のスキルアップにつながっているのも嬉し
い副産物です!
裕士さんのお母さま 石田佳子さん▶

第2 回

ちびっ子大使
and Family

今回はアヴィリヤノヴァ リュドミーラさんとお子様のソフィ
アちゃんにお会いしてお話を伺いました。リュドミーラさんは
ロシア西シベリアのノボシビルスク（NOVOSIBIRSK）のご
出身です。ノボシビルスク国立教育大学と北海道教育大学の
交換留学で初めて来日。その後、神戸大学で学びました。縁
あってさいたま市に住んで9年になります。

ママにQuestion
Q：来日して驚いたことは?
A：ロシアではお茶は必ず温かいもの。お菓子は甘いものと決
まっていますが、来日したときに、冷たい緑茶やしょっぱいお
煎餅がでてきて驚きました。また、みな着物を着ていると思っ
ていたのに洋服だったのがイメージと異なりました。
Q：日本で子育てをしていて苦労したことや良かったことは?
A：ロシアでは0歳から手続きをしていれば親が働いてなくてもみ
な保育園に入園できます。日本では保育園に入れるのが大変
で、私も二度落ちました。また、一時保育の預け先もなかなか見
つかりません。ですが、日本では子どもをより尊重し、個々の子
どもに合わせて子ども目線で対応してくれるところが素晴らし
いです。子どもを安心して預けることができます。
Q：子育てに於いて大事にしていることは?
A：テレビはあまり見せません。その分スキンシップをして、2人
の時間を過ごすことを大事にしています。子どもには無理なく
楽しく、できるだけ多くの選択肢を与えたいです。その中で自
分が好きなことをしっかり見つけてほしいです。
Q：お子さんには将来どのようになってほしいですか?
A：自分の意見をしっかり持って、自分の好きなことを見つけて
幸せになってほしいです。

ちびっ子 大 使にQ u e s t i o n
❶将来の夢は？
▶ アナと雪の女王のエルサみたいなプリンセスになりたい
❷好きなおやつは?
❸好きな事は?

▶ 生のにんじん

▶ 本を読むこと

❹おけいこ事は?

▶ バレエ

ソフィアちゃんは日本生まれ。歩くのが大好き。
元気で優しく聡明な女の子です。

外国人Family大募集！詳しくは、国際交流センターまで！

外国人ママと日本人ママの
外国人ママと日本人ママの

エコクラフトで交流会

外国人ママと日本人ママの交流会をお手伝いしてくれる
「外国人ママさんボランティア」募集中です。詳しくは、国際交流センターまで

ミニ講座

I E C

『鬼節』のお話 〜真夏の香港の伝統的な風習〜
●2018年7月21日（土）13:00〜15:00
講師：莊 麗卿（リリー チョン）氏

イベントスケジュール
▲
▲
▲

2 018
JUL.

香港

●場所：
Ｉ
ＥＣぷらっとサロン
●定員：50名（先着順）

2 0 18
SEP.

●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（フリガナ） ②電話番号
③住所（市・区のみ）
※小学生以下のお子様連れの場合は申込時に

今年度のスポーツ少年団派遣事業として、アメ
リカ合衆国リッチモンド市へ野球少年団とメキシコ
合衆国トルーカ市へのサッカー少年団を派遣いた

日本語支援

姉妹友好都市交流

さいたま市海外姉妹・友好都市
スポーツ少年団派遣

お申し付けください。

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（8月10日、17日、31日はお休み）
【浦和コース】

します。

●場所：IEC多目的室、ぷらっとサロン

●アメリカ・リッチモンド市（野球）

●参加費：無料

2018年8月3日（金）
〜10日（金）

●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

浦和こどもコース

18:00-20:00

浦和夜コース

【大宮コース】
●場所：大宮区役所

南館302

●参加費：無料
●申込方法：事前申込不要
10:00-12:00

●メキシコ・
トルーカ市（サッカー）
2018年7月31日（火）~8月7日（火）

絵手紙体験

▲リッチモンドでの派遣の様子
（2014年度）

大宮昼コース（保育付き）

絵手紙・習字で国際交流
※学生限定

●2018年7月22日（日）13:30〜16:00
●場所:浦和コミュニティセンター
多目的室（コムナーレ9階）
●参加費:無料（学生限定・小学生以下参加不可）
●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

④連絡先（メールまたはFAX）

③学年
⑤国籍

さいたま市に住む外国人留学生と絵手紙や習
▲トルーカでの派遣の様子
（2014年度）

現地のチームとの交流試合やホームステイ体験
をします。皆様も応援してください!

字を体験しながら、国際交流してみませんか。
Let's enjoy postcard making and calligraphy with international students!

詳しくはHPにてご確認ください

第

3回

メキシコ現 地 便り

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♪
英

13:30
語 〜15:00

7/14（土）
9/ 8（土） 10/13（土）
7/28（土） 8/25（土） 9/22（土） 10/27（土）

14:00
〜15:30

7 / 3（ 火 ） 8/ 7（火） 9/ 4（火） 10/ 2（火）

10:30
〜12:00

7/19（木） 8/16(木) 9/20（木） 10/18（木）
7/28（土） 8/25(土) 9/22(土) 10/27（土）

こんにちは! 小宮山将です。今回はメキシコの語学学
校の休みに、さいたま市の姉妹都市であるトルーカ市
を訪れました。ここはケツァルコアトル神（羽の生えた

中国語

邪神）が、とぐろを巻いたような形状の神殿があるカリ
ストラワカ遺跡で有名です。また市内にはパルケ・デ・ウ
ラワ（ウラワ公園）や全体がステンドグラスで覆われた

韓国語 〜15:00

7/12（木） 8/ 9（木） 9/13（木） 10/11（木）
7/26（木） 8/23(木) 9/27（木） 10/25(木)

10:30
〜12:00

7 / 3（ 火 ） 8/ 7（火） 9/ 4（火） 10/ 2（火）
7 / 1 8 ( 水 ) 8/15(水) 9/19（水） 10/17(水)

15:30
〜17:00

7 / 2 8 ( 土 ) 8/25(土) 9/22（土） 10/27(土)

13:30

コスモビトラル植物園があり、日本式庭園が身近な存
在となっています。
日本から遠く離れた地で庭園内に灯されていた「友

スペイン語

情の灯」を見たときには感慨深いものがありました。み
なさんもメキシコを訪れる際に立ち寄ってみてはいか
がでしょうか。

ロシア語 〜17:00

7 / 7（ 土 ） 8/ 4（土） 9/ 1（土） 10/ 6（土）
7/21（土） 8/18(土) 9/15(土) 10/20(土)

13:00
日本語 〜15:00

7/18(水)

15:30

英 語

▲ 友情の灯

スペイン語

韓国語

▲ コスモビト
ラル植物園

おしゃべりサロン
活動風景

中国語

9/19(水) 10/17(水)

お休み

世界のともだち

ロシア語

日本語

にほんごの
へやより

メキシコから来たインティ セバスティアン マンドゥハノ
バニョスさん（写真左）とドイツから来たフレデリック ス

ロシア語

「ロシア語おしゃべりサロン」は、ロシア語を学ぶ場では
なく、ロシア語を使って楽しくおしゃべりをしたい方が集ま
るサロンです。
ロシアが好きな方、ロシアに興味がある方、ロシアの事
をもっとよく知りたいと思っている方、老若男女問わず幅広
い世代の参加者でおしゃべりを楽しんでいます。

ヴェン ピンカウさん（写真右）は共に県立南陵高校で学
ぶ留学生です。
帰国前にやりたい事は?と聞くと、インティさんは「和楽
器を習いたい、和食をもっと食べたい」とのこと。
フレディさんは「ディ
ズニーランドに行き
たいかな」と、クール
に答えていました。

皆さんも、国連の公用語でもあるロシア語を使って楽しく
おしゃべりして
みませんか。
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