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Tsuchiura International Association
会員数

個人／101

団体／15

姉妹都市中学生交換交流事業

法人／16
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３月16日～26日

土浦市の中学生16名をアメリカ・パロアルト市に派遣しました！
現地では、ホームステイをしながら学校の授業体験などを行いました。

ホストデイ
ホストファミリーとビーチへ

現地中学校で
日本の生活について紹介しました

パロアルト市議会訪問
訪問の宣誓書を受け取りました

シリコンバレーの先進企業
Google 社を見学しました

ヨセミテ国立公園見学
大自然に感激！

ホストファミリーとの夕食で
会話が弾みます

会長挨拶

みなさま、こんにちは。平成 30 年から会長をご指名いただいてから、早や一年
を迎えようとしております。
副会長・各部会長の多大なるご理解とご協力のおかげで、当協会の主事業の一つ
である姉妹都市中学生交換交流事業をはじめ、中学生と外国人とのクッキング交流
など、平成 30 年度の事業をつつがなく消化できる運びとなりました。地域ふれあ
い事業では、市内外在住の外国人によるカレー料理を一緒に作りながら交流を深め
るとともに、日本社会における生活の在り方を理解していただきました。
また、外国人児童・生徒の増加に伴う学校支援の一環である学校支援ボランティ
ア養成講座や、土浦ユネスコ協会と共催の大人向け日本語教室の開催など、多岐に
わたる事業を粛々と実施してまいりました。お陰様で、多くの市民の参加をと願っ
た目標に少しでも近づけたのではないかと思います。
平成の時代は幕を閉じ、新しい元号になるわけですが、次の一年、会長としての
重責を全うするべく、皆様のご理解とご協力を仰ぎながらまい進してまいります。

中学生交換交流事業 特集

先輩派遣生に聞きました

「パロアルト市のホストファミリーとどのような交流が続いていますか？」
7 年前に兄が姉妹都市交換交流に参加し、その後も何度もバディとファミリーが来てくれ、我が家
もパロアルトへ遊びに行き、私も交換交流に参加しました。
特に学んだことは、パロアルトの皆さんの物事に対する視野の広さです。とても優しく、おおらか
です。２つ目はホストマザー・バディと大好きな料理とお菓子を作って、工程や調理器具の違いが
興味深く、今も学んでいます。
この春も、兄と私のホストファミリーや沢山のお
友達に会いに、家族でパロアルトへ行きました。
年々、英会話に抵抗がなくなり、自然に話せるよ
うになりました。
この交換交流で、我が家はかけがえのない家族・
仲間と出会い、一生のお付き合いになりそうです。

平成 28 年度派遣生

稲田 紋奈

Pick Up! ① ～後期事業より～

学校支援ボランティア養成講座
今年度、当協会では初めての試みとして、土浦市
教育委員会と共催で「学校支援ボランティア養成
講座」を開催しました。学校支援ボランティアは、
市内の小・中学校で、外国籍の子供など日本語に
困難を抱える子供達をサポートする活動を行って
います。この講座では、すでにボランティアとし
て活動している方とこれから学校支援ボランティ
アを始めたいと考えている方を含む約 50 名が参加
し、指導方法について学びました。
（10 月 13 日、20 日、27 日）

２ The Ties of Friendship
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平成30年度 主要事業実績
事業名
◆かすみがうらマラソン

場所

参加者

4月12日～17日

川口運動公園ほか

選手1名

パロアルト市中学生受け入れ

6月7日～17日

市内一円

18名来日

七夕踊り参加（世界なかよし連）

8月4日

土浦駅前通り

86名

◆中学生交換交流事業
◆土浦キララまつり

姉妹都市招待選手対応

開催日

◆JICA筑波訪問（施設見学・研修員との交流）

9月14日

JICA筑波

19名

10月10・17・24日

一中地区公民館

15名

◆学校支援ボランティア養成講座

10月13・20・27日

一中地区公民館・生涯学習館

約50名

◆多国語講座「おもてなし英会話講座 基礎編」（全10回）

11月2日～1月25日

新治地区公民館

19名

◆日本語ボランティア養成講座

レベルアップ編

◆土浦カレーフェスティバル出店（インドカレー販売）

11月17日・18日

川口運動公園

448食

◆中高生と外国人とのクッキング交流

12月9日

一中地区公民館

22名

◆JICA出前講座

1月19日

ワークヒル土浦

28名

◆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）

1月26日

県南生涯学習センター

約300名来場

◆地域ふれあい事業

2月17日

一中地区公民館

約80名

海外ボランティア活動報告会

◆中学生交換交流事業

パロアルト市派遣

3月16日～26日

Pick Up! ② ～後期事業より～

アメリカ

パロアルト市

中学生16名

Pick Up! ③ ～後期事業より～

おもてなし英会話講座 初心者編

中高生と外国人とのクッキング交流

2020 年に東京オリンピック・パラリンピックが

７ヵ国 22 名が参加し、中高生と外国人で一緒に

開催されることを見越して、訪日外国人への「お

外国料理を楽しみました。今年度は筑波大学の留

もてなし」ができるよう、基礎的な英会話を学び

学生を講師に、本格的なドイツの家庭料理を作り

ました。外国人講師との実践的な会話練習を通し

ました。料理を試食した後は、講師からドイツ文

て、コミュニケーションに自信をつけました。

化についての紹介を聞き、交流を深めました。

（11 月２日～１月 25 日）

Pick Up! ④ ～後期事業より～

（12 月９日）

Pick Up! ⑤ ～後期事業より～

海外ボランティア活動報告会

地域ふれあい事業

JICA の出前講座プログラムにより、青年海外協

地域の外国人と日本人とが交流する場として、外

力隊の帰国隊員による講演会を行いました。

国人講師による世界のカレー作り講座（バングラ

カリブ海に浮かぶドミニカ共和国とアフリカ中部

デシュ・インド・タイ）と、土浦市職員による防

のルワンダで活動した２人を講師として招き、現

災講座を行いました。本格的なカレーをランチと

地の様子や隊員としての活動について、貴重なお

して楽しんだ後、災害への備えや対応について学

話を伺いました。

びました。

（１月 19 日）

（２月 17 日）
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ホームページをご活用ください
協会が実施する各種イベントや講座に関することのほか、各事業
部会からのお知らせ、外国人の皆さんが日常生活に必要な情報など
が満載です。ぜひご活用ください。
ホームページアドレス

http://www.tsuchiura-ia.jp/

【主な掲載内容】
■新着情報
協会が実施する各種イベントや講座などホットな情報を掲載。
■各事業部会からのお知らせ
４つの事業部会からのお知らせや各部会員への連絡などを掲載。
■活動報告
協会が実施したイベントや講座などの活動を写真付きで掲載。
■日本語教室
外国人のための日本語教室の案内や申し込みについて掲載。
■外国人向け生活情報
多言語生活情報や災害マニュアルなどの情報とリンク。

Information
つちうら

～お知らせ～
きょうかい

きょうさい

ひる

ぶ

まいしゅうすいようび

（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 きょうしつ
じゅこう
礎から学
べる日本語教
室です。受
講
外国人が基
う
つ
に ほ ん ご
まな
け付 けています。日 本語を学 ぶほ
はいつでも受
たの
けんがく
か、楽しいイベントなどもあります♪まずは見学
してみませんか。

■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
週木曜日 19:00～21:00
■夜の部：毎
いっちゅうちくこうみんかん
中地区公民館
■ところ：一
ひ
よう
つき
えん
■費 用：月500円 だ い し ょ か 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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