土浦市国際交流協会会報
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姉妹都市アメリカ
パロアルト市へ中学生を派遣！

土浦市の中学２年生16名が、３月14日から24日
までの11日間、姉妹都市のアメリカ・パロアルト
市を訪問しました。現地では、ホームステイをしな
がら中学校での授業体験や市議会訪問、市内や近郊
の見学などを行い、たくさんの交流が生まれました。

この事業を通じて中学生が視野を広げ、国際感覚を
磨くとともに将来に役立つ貴重な経験を得ることが
できました。６月には、パロアルト市の中学生を受
け入れます。今回の派遣生が中心となり、多くの中
学生に国際交流の楽しさを広げてほしいと思います。

ホストファミリーに会うまでは少し不安 雄大な景色が広がる、世界遺産ヨセミテ。 パロアルトに隣接するスタンフォード大。
だったけど、すぐに仲良くなれました。 大自然の偉大さに圧倒されました。
とにかく広大なキャンパスにビックリ！

土浦市国際交流協会会長あいさつ

土浦市国際交流協会
会長 瀬古澤 拡

陽春の候、土浦市国際交流協会会員の皆様におかれましては、平素より当協会の
国際交流活動に対しまして、ご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
現在、土浦市には、50数か国、約3,300人もの外国人市民の方々が住んでいて、
市民の約43人に１人が外国人市民という状況にあります。こうした外国人市民の滞
在長期化や定住化が進む中、市では、誰もが暮らしやすい多文化共生の地域づくり
の実現に向けて、「土浦市多文化共生推進プラン」を策定しました。
多文化共生社会の実現のためには、今後、当協会の果たす役割はますます重要に
なってくると考えております。今後は、既存事業の一層の充実を図るとともに、市
民や企業、関係機関・団体などの担い手と連携を深め、多文化共生を推進してまい
りたいと考えておりますので、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

事業部会の紹介

～姉妹都市及び友好都市交流事業部会編～

姉妹都市及び友好都市交流事業部会では、土浦市の姉妹都市アメリカ・
パロアルト市と友好都市ドイツ・フリードリッヒスハーフェン市との
様々な交流事業を担当しています。
姉妹・友好都市関係の一層の発展に向けて、今後も息の長い活発な交
流を続けていきたいと考えています。

姉妹都市パロアルト市との交流

友好都市フリードリッヒスハーフェン市との交流

旧新治村のときから行ってきた、中学生のホー
ムステイを中心とした交換交流事業がきっかけと
なり、平成21
（2009）年、姉妹都市になりました。
現在は、中学生交換交流事業のほかにも「かすみが
うらマラソン大会」における招待選手との交流やパ
ロアルト市で開催される
「日本／土浦まつり」への
市民訪問団派遣などの交流を行っています。

昭和4（1929）年、飛行船ツェッペリン伯号が、
世界一周の途中で土浦に飛来したことが交流の始
まりで、ボーデン湖、霞ヶ浦といずれも湖に面し、
両市とも湖の水質浄化を目指していることなどが
きっかけとなり、平成6（1994）年、友好都市にな
りました。現在は、「かすみがうらマラソン大会」
における招待選手との交流などを行っています。

◀「日本／土浦まつり」
市民訪問団派遣

中学生交換交流事業 ▶
パロアルト市派遣

◀ かすみがうらマラソン
高校生との交流

かすみがうらマラソン ▶
招待選手の力走

かすみがうらマラソン大会に姉妹都市 ・ 友好都市の選手を招待します !!
4月19日
（日）に開催される「第25回かすみがう
らマラソン大会」に、今年も姉妹都市・友好都市か
ら 1 名ずつ選手を招待します。さらに、フリード
リッヒスハーフェン市長が応援と交流のため、土
浦を訪れます。滞在中は、フルマラソンへの出場
のほか、市内見学や地元の小学生・高校生との交流、
日本文化の体験など、様々な交流を行いますので、
会員や国際交流ボランティアの皆さんの参加とと
もに両市の招待選手への熱い応援をお願いします。
２ The Ties of Friendship

土浦市国際交流協会会報

2015.3.31

Pick Up! ②

Pick Up! ①

「多国語講座～初心者向けインドネシア語講座～」 「日本語ボランティア養成講座」

インドネシアの言葉と文化を知る

外国人市民との架け橋へ！

インドネシア出身の講師の指導のもと、14人の受
日本語ボランティア養成講座の初級編には23人、
講者が12回にわたって言語を学ぶほか、料理作りな レベルアップ編には26人が受講しました。今後も日
どを通じて、インドネシアの言語と合わせて国の文 本語教室の生徒の増加が予想される中、ボランティ
化への理解を深めました。（9月24日～12月10日） ア教師としての活躍が期待されます。（10月～2月）

貴重な言語を学びました

インドネシア料理にも挑戦！

Pick Up! ③

指導方法の工夫を学習

外国人の生活をサポートします！

Pick Up! ④

「土浦カレーフェスティバル出店」

国協のインドカレーは連日大人気！

「中高生と外国人のクッキング交流」

ブラジルの家庭料理に挑戦！

今回から２日間の参加となった土浦カレーフェス
ブラジル出身の講師による指導のもと、市内の中
ティバル。秋の晴天の下、協会ブースは両日とも大 高生と外国人がブラジル料理を作りました。ボリュー
盛況で、大勢のお客様にお馴染みとなったインドカ ムたっぷりの料理を食べながら、参加者同士が出身
レーを味わっていただきました。
（11月15日、16日） 国を紹介するなど、交流を深めました。（12月21日）

ブース前は連日長蛇の列

インドカレーお待たせしました！

Pick Up! ⑤

珍しい食材に興味津々！

熱々の『フェイジョアダ』です

Pick Up! ⑥

「JICA国際協力出前講座」

世界各地での日本人の活躍を実感

「地域ふれあい事業」

ひな祭り料理とごみ出しの新ルールを学習

チュニジアとメキシコで、JICAボランティアとし
外国人と日本人が、ひな祭りにちなんだ春らしい
て活動されたお二人を講師に迎え、各国の実情や活 和食作りを行いました。楽しく食事と交流をした後
動内容などについて講演していただきました。大勢 は、調理で出た生ごみなどを使いながら、４月から
の受講者は熱心に耳を傾けていました。（1月17日） 始まる新しいごみの出し方を学びました。
（３月１日）

現地の貴重な話を聞けました

活発な質問が出ていました

いちごケーキ製作中！

市の職員によるごみの講習会

The Ties of Friendship
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Information

～お知らせ～

に ほ ん ご きょうしつ じ ゅ こ う せ い ぼ し ゅ う

☆日本語教室受講生募集☆
つちうら

きょうかい

きょうさい

（土浦ユネスコ協会との共催）
がいこくじん
き そ
まな
に ほ ん ご
外国人が基 礎から学べる日本語
きょうしつ
じゅこう
う
つ
教 室です。受 講はいつでも受 け付
に ほ ん ご
まな
けています。日本語を学ぶほか、
たの
楽 しいイベントなどもあります♪
けんがく
まずは見学してみませんか。

ひる

ぶ

まいしゅうすいようび

■昼の部：毎週水曜日
13:30～15:30
よる
ぶ
まいしゅうもくようび
■夜の部：毎週木曜日
19:00～21:00
いっちゅうちくこうみんかん
■ところ：一中地区公民館
ひ
よう
つき
えん
だい
■費 用：月500円 テキスト代

☆新規会員募集☆

☆国際交流ボランティア募集☆

当協会は、国際交流・理解についての関心を高
め、国際化を推進するために各種交流事業や講座
など、さまざまな活動を行っています。現在は、
新しい感覚と活動力をお持ちの方を求めていて、
随時、会員を募集しています。入会を希望する方
は、お申し込みください。
■年会費：個人／3,000円
団体・法人／10,000円

あなたもボランティアとして協会の活動に参加
してみませんか。通訳・翻訳、ホームステイ・ホー
ムビジット受け入れ（家庭でできる小さな交流）、
イベントなどでお手伝いをしたという方（語学が
できなくても大丈夫！）は、登録をお願いします。
また、お近くに日本語が話せる外国人の方がい
らしたら声をかけていただけませんか。お待ちし
ています。

編 集
後 記

日本語教室では、現在、約40人の生徒が、ボ
ランティア日本語教師から日本語を学習するほ
か、日本の文化や習慣についての知識を得てい
ます。ご近所に日本語が分からない外国人市民
の方がいらしたら、日本語教室を紹介してくだ
さい。そのお声掛けが、外国人市民にとって地
域を知るきっかけになると思います。（事務局）

編集：青木規幸、石井すみ子、津久井栄蔵、遠藤
（事務局）望月、菊田、和田、佐藤、藤村

篤、海老坪正子

発行：土浦市国際交流協会
〒300-8686 土浦市下高津一丁目20番35号
☎029-829-9051
E-mail：kokutab14@city.tsuchiura.lg.jp
http://www.tsuchiura-ia.jp/
土浦市国際交流協会ホームページは、イベントや講座、外国人の
皆さんが日常生活で必要な情報が満載です！ぜひご活用ください。

土浦市国際交流

検 索

