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平成 30 年度中学生交換交流事業

姉妹都市パロアルト市から
生徒14名が来日しました！

姉妹都市のアメリカ・パロアルト市から、中高生14名と引率者４名が来日しました。
土浦滞在中は、市内の中学生の家庭でのホームステイのほか、学校訪問などの交流
プログラムに参加し、日本の生活や文化を体験しました。
来年2019年には、土浦市とパロアルト市の姉妹都市締結10周年の節目を迎えます。
両市がさらに交流を深めることを期待します。
（６月８日～18日）

歓迎パーティー

学校訪問

座禅体験

蕎麦打ち体験

会長就任挨拶
この度、平成 30 年度の土浦市国際交流協会総会において会長に推挙されま
した、藤田佑子でございます。
平成４年の発足以来、地球市民ふれあいセミナー、姉妹都市である米国パロ
アルト市との中学生交換交流事業、地域在住の外国人との多文化共生事業、中
高生と外国人による国際交流事業、そして近隣在住の外国人向けの日本語教室
（土浦ユネスコ協会との共催）など、ひたすら交流の活性化をめざして活動し
てまいりました。
あれから 26 年目を迎え、現在は会員数個人 105、団体 15、法人 15 の大きな
団体に発展しました。ますます活動の重要性に責任の重さを感じております。今までは会長の指示を
仰いでひたすら活動にまい進してきましたが、今度は私がトップとして皆さんをリードしていかなく
てはなりません。果たして未熟な会長についてきてくれるだろうかと一抹の不安はぬぐい切れません
が、幸い、飯田、青木両副会長はじめ、各事業部会長さん方のご意見をいただきながら、前会長を超
えるような活動を展開していくつもりでおりますのでどうぞ、ご理解とご協力の程よろしくお願いい
たします。
さて、これまで以上に市民の理解を得ながら会員の増強を心掛け、特に若い世代を巻き込むにはど
うしたらいいか考えてみました。
まず、国際交流イコール「外国人」とひとまとめに考えがちですが、違った文化背景をもっている、
隣にいるのが当たりまえの時代だからこそ、その多様性を知ることから始めることが重要と考えます。
例えば、パロアルト市に子供を派遣した親御さんたちからは、外の世界を知った後の子供たちの成長
に学ぶものが多くあったと聞いております。今度は自分たちも何か経験してみたい、隣の外国人に積
極的に声をかける勇気がわいてきて、自然と仲間に声をかけあう空気が生まれつつあります。発足当
時の地球市民ふれあいセミナーでは、交流の始めはまずアジアを知ろうというコンセプトでそれぞれ
の国の留学生を呼んで学びました。そのあとでシリーズ「アジアを知る旅」は 15 回続きました。現
地の人たちと交流して異文化理解を深め合ったことも、今ではいい思い出になっています。
私たちは、戦後の急激な経済成長で豊かになりました。世界中にはいまだ争いが絶えず、貧困生活
を強いられている人たちが大勢います。教育を受けられない子供たちも世界には約７億人います。日
本は地震や台風による自然災害はありますが、それでもみな助け合って復興に努力しています。この
ような状態でも日本にきて働いているいわゆる出稼ぎ労働者に何とか手を差し伸べて、日本に来てよ
かったと思って帰国できるように、おもてなしの心で接していきたいものです。
今年のキララまつりでは「世界なかよし連」が特別賞をいただきました。みんな楽しそうに踊り、
笑い、写真に仲よく収まり、ささやかな交流のきっかけとなったでしょう。
2020 年の東京オリンピックにむけて、今期は多国語講座として初心者向け英会話講座が始まりま
す。積極的に参加しておもてなしの心を外国から来た人たちに伝えていきましょう。そして、今登録
しているボランティアの方々には、今まで培ってきた交流のノウハウをもっとみんなに知らせてぜひ
交流の輪を広げていってほしいと思います。
来年はパロアルト市との姉妹都市締結から 10 周年を迎えることから、節目に相応しい年となるよ
うな交流事業を実施できればと考えていますので、どうぞ会員はじめ市民のみなさんのご理解とご参
加をいただきたいものです。
最後に、当協会の会報誌「The Ties of Friendship」をご覧になり積極的に各事業にご参加くださ
るようお願いいたします。

２ The Ties of Friendship
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Pick Up! ① ～前期事業より～

「かすみがうらマラソン」姉妹都市選手招待

土浦市の姉妹都市である米国パロアルト市から、 ◆招待スケジュール◆
パロアルト市副市長のエリック・フィルセス氏を
招待選手としてお迎えしました。マラソン当日に
は、中学生交換交流事業でパロアルト市を訪問し
た中学生も応援に駆け付けました。小雨が降る中

月

日

日

４月12日(木） ○来日
○真鍋小学校

訪問、高校見学、蕎麦打ち体験などを行い、市民
と交流しました。

（４月 12 日～ 17 日）

授業見学・交流

13日(金） ○土浦市長・副市長・教育長表敬訪問
○土浦二高

でしたが、自己ベストに迫るタイムで見事にフル
マラソンを完走しました。土浦滞在中は、小学校

程

14日(土）

国際交流クラブとの交流

○午前：蕎麦打ち体験＠小町の館
○夜：マラソン前夜祭＠マロウド筑波

15日(日） ○かすみがうらマラソン大会
16日(月）

○東京見学
○送別会＠大形屋

17日(火） ○帰国

Pick Up! ② ～前期事業より～

「キララまつり」七夕踊りコンテスト参加

土浦の夏を彩る「土浦キララまつり」が今年も盛大に開催さ
れました。メイン行事である七夕おどりコンテストには、今
年も日本人と外国人の合同チーム「世界なかよし連」として
出場しました。日本語教室受講者、JICA 筑波研修員など、
世界各地から集まった仲間が、揃いの浴衣で笑顔があふれる
楽しい踊りを披露しました。

特別賞を
受賞しました！

（８月４日）

【参加者】日本人：25 名 外国人：61 名（23 ヵ国） 計 86 名

Pick Up! ③ ～前期事業より～

JICA 筑波訪問と国際交流の集い
会員と一般参加者を含む 19 名で JICA 筑波国際センターを訪
問しました。アフリカやアジアなどから来日した研修員が研修
を行う施設内を見学し、その後は研修員と多国籍料理を囲んで
の夕食交流を楽しみました。なかなか訪れることのできない国々
の様子や日本での研修について話が弾みました。（９月 14 日）

The Ties of Friendship
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後期主要事業予定

◆初心者向けおもてなし英会話
11 月２日～１月 25 日
新治地区公民館

◆日本語ボランティア養成講座
（レベルアップ編）

◆学校支援ボランティア養成講座
（共催：土浦市教育委員会）

訪日外国人への「おもてなし」ができる
よう、基本の英会話を学びます

10 月 10 日・17 日・24 日
一中地区公民館
日本語教室講師を対象に、教え方のレベ
ルアップを図ります

10 月 13 日・20 日・27 日
一中地区公民館・生涯学習館
土浦市内の学校で日本語学習を支援す
るボランティアを養成します

◆土浦カレーフェスティバル出店

◆中高生と外国人のクッキング交流

◆海外ボランティア活動報告会

本格的なインドカレーを販売しながら、
来場者へ協会の PR を行います

外国人留学生と土浦市内の中高生が外
国料理を作って交流をします

青年海外協力隊の帰国隊員から派遣国
での体験をお話しいただきます

◆協働のまちづくりシンポジウム
ポスターセッション参加

◆地域ふれあい事業

◆中学生交換交流事業
パロアルト市派遣

11 月 10 日・11 日
川口運動公園

１月 26 日
県南生涯学習センター
シンポジウム会場内でパネルを掲示し、
協会の活動紹介を行います

Information

12 月９日
一中地区公民館

２月 17 日（予定）
一中地区公民館（予定）

日本人と外国人で一緒にカレー作りと生
活に役立つ講座を楽しみます

１月 19 日（予定）
ワークヒル土浦（予定）

３月 16 日～ 26 日（予定）
アメリカ パロアルト市
土浦市とパロアルト市の中学生が相互
ホームステイを行います

～お知らせ～
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■費 用：月500円 だ い
テキスト代
（初回のみ 約 2,500円）

当協会では、国際理解・国際化推進のため、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。特に新しい感覚と活動力をお持ちの方を
求めています。随時会員を募集中ですので、ぜひ
お気軽にお申込み・お問い合わせください。
■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国際交流に参加し
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いという方（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。
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