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〜さいたまに 来 て 、見 て 、感じて〜

華やかな民族衣装で記念撮影

さいたま観光国際交流協会会長賞
インテン ヌルワファさん（インドネシア）

流暢な日本語でインタビュー

さいたま観光国際交流協会名誉会長賞
アトレー シュレヤスさん（インド）

実行委員長賞
フォジラテゥン ネサさん（バングラディシュ）

今年で第17回目を迎えた、さいたま市外国人による日本語スピーチ大会が、2月2日（土）に浦和コミュニティセ
ンターで開催されました。
200人に及ぶ聴衆の注目を集めて、8ヶ国9人の発表者は、アドリブや身振り手振りを交えた流暢な日本語で、
テーマ「アナタは何しに、さいたまへ？！」を熱く語りました。
来嶋審査委員長からは「それぞれの訴えるメッセージで、会場内に皆さんの意思が十分に伝わり、とてもすばら
しいスピーチに感動いたしました。皆さんよく頑張りました。」との講評をいただきました。民族衣装が映えて楽しく
華やかな会場で、発表者も聴衆も充実した国際交流の一日となりました。

何をお願い
しているの？
初めての着物に
満足な様子！
！

決まってますね！

1月6日（日）、毎年恒例の人気イベントである「外国人着物着付け体
験会」が晴天の中、開催されました。
100名以上の応募者から選ばれた20ヶ国49名の参加者が、大宮氷
川の杜文化館で、色鮮やかな着物を着て、氷川神社へ初詣をしました。
「初めてで、気持ちが引き締まりました！」
「まだ着ていたい！もっと、
自撮りをしたい！」など、終了時間を過ぎても帰りたくない様子。
初めてでも自然と美しい仕草になり、周囲の人の感嘆の声を誘って
いました。
参加外国人にとって、忘れられない思い出になったことでしょう。

特別
企画

綺麗な着物に
素敵な笑顔！

新 春コンサート〜初春に世界を歌う〜

１月2 3日（ 水 ）、尾 野 玲 子さんによる新
春コンサートが、浦和コミュニティセンター
で開催されました。
花柄のドレスを着た尾野さんが登場する
と、会場は一気に華やぎました。
尾野さんは、数々の名曲を透き通る声で
歌い上げ、私達を音楽の世界旅行へ誘い、
一緒に口ずさんだり手拍子したりと、和や
かな雰囲気で進んでいきました。
歌の合間には、曲の思い出や体験談を紹
介して頂き、特にオリジナル 曲「 い つでも
そばに」は、お母様が夢に現れ「花を咲か
せてね」と告げられた事をきっかけに、い
つも子供を見守る母をテーマに誕生したと
いうエピソードは、深く感銘を受けました。
「もっと聴きたい」、
「美しい声がまだ胸
に響いている」と皆様から大絶賛。
尾野さんの歌声は、一足早く私達の心の
中に、春の花を咲かせてくれました。

センター交流会

どこから
来たのですか？

1月29日（火）、北浦和にある日本語国際センター
にて、研修のために来日している外国人日本語教師
と、さいたま市 民の交流会が開催されました。今回
は、２０ケ国５４名の日本語教師と市民約５０名の参
加者が集い、日本語で国際交流を楽しみました。交流
タイムでは参加者同士で「じゃんけん大会」などが行
われ、会場は大いに盛り上がりました。終了時間を迎
えた後も、多くの方がロビーに残り記念写真を撮り合
う等、笑顔に包まれた和やかな会となりました。
盛り上がった
じゃんけん大会！

初めて羽織を
着た感想は？

折鶴をプレゼント
しました

みんなで
おしゃべり会
ぷらっとサロンで 開 催され て いる、お
しゃべりサロン（英語・中国語・韓国語・ス
ペイン語・ロシア語及び日本語）は、多く
の人がおしゃべりを楽しんでいます。サロ
ン の 交 流 の 輪を 広 げ 、お 互 い の 活 動を
知ってもらおうと合 同 の 交 流 会 が 1 2 月
15日（土）開催されました。各サロンのこ
とばによる世 界の歌 声で始まり、各 国の
話題をテーマにしたクイズ等、楽しい会と
なりました。
その後、歓談・
「英語で落語」
・日本語サ
ロンの方の「手作りのプレゼント」もあり、
師走のひとときを楽しく
過ごしました。

▲ Hola como estas

▲ アンニョ ハセヨ〜！

ペルー

チリ

南米

アコとヴァイオリンの
ユニット
「ドゥ・マルシェ」

ア コ ー デ ィオ ン

楽 器 か つ いで
世 界を飛 ぶ

ディオン奏者
アコー

Miy a c kさん

1999年に「日本人ペルー移住100周年記念」の式典で演
奏するため、初めて訪れた南米ペルー。私はこの南北数千
Kmに及ぶ広大な砂漠と雨の降らない地域に何十万人もの子
どもたちが暮らしていることに驚きました。
以来20年間、首都リマの貧しい街の一角に建てられたカト
リックの学校でヴァイオリンとアコーディオンの演奏会を行
い、アロス・コン・ポジョ
（鳥ごはん）
を作り、生徒やその家族に
提供してきました。
訪れるたびにどんどん成長するこの街や子どもたちに触れ
合うことが一 番の楽しみで す 。今ではチリの学 校でもコン
サートを行うなど演奏を通じて活動範囲は広がっています。
今年は私にとって初心に帰るイベント
「日本人ペルー移住
120周年記念」に出演予定です。
「平和じゃなければ音楽はできない。音楽で心を豊かにした
い」をモットーに、これからも子どもたちの未来と平和のため
に演奏を重ねていきます。

!
大 好き

SAITAMA

さいたま
留学生ルカ・フェラーリさんに、
お話をうかがいました。

ミヤック

1,500食の
鳥ごはんを
作りました！

テムコ（チリ）で
女子校生と共演

小麦以外なら、納豆・刺身もOKの和食通。
漢字の勉強は難しいけれど、ホストファミリーが考え
てくれた「瑠架」
（ルカ）という字は、とても気に入って
います。
恩返しに自慢のパスタを作ると、みんなで「ボーノ！」
と喜んでくれます。

ルカ・フェラーリさん
イタリア

ヴェネト州出身

市立浦和高校２年生
ヨーロッパと異なる文化を体験してみたいと、
８月に
さいたま市に来ました。
得意な科目は、英語・世界史・科学。
部活は弓道部に所属、練習後は部員達と大宮で食事
をする事もあり、楽しく過ごしています。
実は小麦アレルギーなので、ホストファミリーのママ
が米粉パンを作ってくれますが、最初は「こめこ」が
「こねこ」に聞こえ、出来上がるまでドキドキ（笑）

▲すてきなフォームですね！
！

さいたま市の温かな人達に囲まれて、益々日本に興
味を持ったルカさん。
将来は、日本語を活かした仕事に就きたい！と夢は大
きく膨らんでいます。

イベントスケジュール
▲
▲
▲

２０１9
APR.

国 際 友 好 フェア

I E C

国際友好フェア2019
●日時：5月3日（金・祝）4日（土・祝）
9：00〜16：00（4日は15：00まで）
●場所：市民の森・見沼グリーンセンター
（ＪＲ土呂駅から徒歩8分）
●内容：市民国際交流活動団体による活動内

２０１9
JUN.

容紹介、民族料理・各国物産品の紹介・展示・販
売、ステージイベント、姉妹都市の紹介など

日本語支援

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（祝日と第5週はお休み）

●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 浦和こどもコース
18：00-20：00 浦和夜コース

は じ め ま し ての会

【浦和コース】
●場所：IEC多目的室、ぷらっとサロン

はじめましての会
●日時：4月20日（土）13：30〜15：30
●場所：浦和コミュニティセンター
第15集会室（コムナーレ9階）
●参加費：300円（当日支払・小学生以下無料）
●申込方法：次の情報をお知らせください

【大宮コース】
●場所：4月26日までは大宮中部公民館、
5月10日から大宮区役所
●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）

①名前（ふりがな） ②電話番号
③連絡先（EメールまたはFAX）

ミニ講 座

「アルゼンチン」
（予定）
〜タンゴとフォルクローレのメロディーに導かれる
ドラマチックで魅力的な世界〜

●2019年4月20日（土）13：00〜15：00
●講師：西川ナンシ

●2019年5月18日（土）
●場所：
Ｉ
ＥＣ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（ふりがな） 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
お申し付けください。

ホ ー ムビ ジット

「モンゴル」
（予定）

ホームビジット
●来日間もない留学生をホストファミリーの
自宅に招待し交流する
●開催日時：６月頃実施（予定）

詳しくはHPにてご確認ください

世 界 のともだち
ソフィア・ステルネさん（スウェーデン）大宮西高校、ス

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
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ティフェンス・ゾーイさん（アメリカ）国際学院高校で現在
留学中。
「自分の国の一番好きなところは？」ステルネさんは

中国語

「スキーができるところ」ゾーイさんは「食べ物」。
「留学中やりたい事は？」ステルネさんは「琴を弾きた
い」ゾーイさんは「富士

韓国語 〜15:00
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13:30

登 山 やスカイツリーに
行きたい 」と、２人とも
目を輝 か せ て 話してく

スペイン語

れました。

ロシア語 〜17:00

6/ 1（土） 7/ 6（土）
4/ 6（土）
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日本語 〜15:00

4/17(水) 5/15(水) 6/19(水) 7/17(水)

15:30

ステルネさん
（写真左）
ゾーイさん
（写真右）

英 語

IEC News スタッフ

募集中
私たちと一緒に
編集のお仕事
しませんか？
応募
資格

経験者、未経験者ともに大歓迎（興味がある
だけで大丈夫！）

活動
内容

イベント取材、写真撮影、インタビュー、記事
作成、編集（３カ月に１度の編集会議、担当し
た記事の取材、記事作成をお願いします。）

中国語

スペイン語

韓国語

ロシア語

日本語

広報誌作成のための基礎研修会
12月6日（木）、広報誌編集ボランティアのための「基
礎研修会」が開催されました（講師：中邨登美枝氏）。取材
テーマに沿った写真の撮り方・原稿の書き方など、具体的・
実践的な解説で、参加者からは「今後の作成に活かせ
る」、
「伝える大事さを再確認出来た」と大好評でした。

［ お問合せ ］国際交流センターまで

公益社団法人 さいたま観光国際協会

国際交流センター
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東口

伊勢丹

西口

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

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

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）

至大宮

浦

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

取材及び記事作成の基本
取材テーマを明確化→到達点を意識する
必要な情報の列記→日時・場所・参加者等
編集を考慮した写真撮影

PARCO

埼玉
りそな

朝日生命

浦和
観光案内所
至上野

