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国 際 協 力 講 演 会
平成２１年１１月１１日に三郷市立北中学校、１２月４日に早稲田中学校において、「国際協力講演会」
を開催しました。
ニジェール共和国に幼稚園教諭として派遣された、( 財 )埼玉県国際交流協会所属講師の佐復友子氏 ( 元

青年海外協力隊員 ) から「ニジェール共和国での協力隊活動」と題して現地での体験談を聞きました。
学校からは、生徒たちにとって、とても有意義な経験であり、今後の生徒たちの生き方・考え方に大いに
役立つ講演会だったと、喜んでいただきました。

世界の生活を見て、日本の生活がどれだけ恵まれている
かを改めて思いました。貧しい国のことを考えて、もっと
しっかりと生活したいと思った。

北中３年生感想 早稲田中１年生感想

ニジェールの幼稚園では、１％の裕福な子どもしか
幼稚園に通えないうえ、非常に厳しい教育をしていて、
１年生になると母国語ではなくフランス語で全ての授
業が行われるので、１年生から落ちこぼれてしまう子
どもがたくさんいて、遊びがなくて楽しくない幼稚園
であることにも驚きました。

貧しくても豊かでも子どもたちの笑顔は変わらない。
佐復さんがニジェールの幼稚園教育を改善するために、
困難を乗り越え、子どもたちが笑顔になるような幼稚
園にするための指導してきたことは、素晴らしいこと
で、佐復さんのように、どんなところに行っても、自
分を強く持ち、最後まで頑張れる人になりたい。

ニジェールが世界で一番貧しい国であることを知り、私
が一番驚いたことは、５歳未満の死亡率です。５年間生き
ていくことの大変さ、今この瞬間もどんどん命が無くなっ
ていくと思うと、とても辛いと思った。

ニジェールは気温が 60℃にもなる所で、30℃で暑いと
思う自分には想像もつきません。そんなところに 2 年間も
行った先生は、すごく偉い人だと思った。

コンゴ民主共和国の
ロジェイさん 韓国の李さん
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食べ物や文化の違い、韓
国の歌などを聞かせていた
だきとても楽しかったです。

国 際 理 解 教 室

平成２１年１２月４日 ( 金 ) に早稲田中学校で、（財）埼玉県国際交流
協会登録の講師８人をお招きして、１年生を対象に国際理解教室を開
催しました。
１組   ビラ  モハマド　マスム　 （ バングラデシュ ） 
２組 ディアキ  ビヴァング  ロジェイ （コンゴ民主共和国）
３組 セイタ  ファラハト  ニサール （パキスタン ）
４組 カン  スンエ （韓国）
５組  チャッケーレ    デ    オソリーオ    ネリー    ベルタ （ペルー  ）
６組   金子   シェリー （フィリピン ）
７組 佐藤   グレース  （中華人民共和国・香港）
コーディネーター　矢澤　美穂子 （日本）

国際理解教室は、クラスごとに講師に入っていただき、講師の自国
の文化や習慣・食べ物、民族衣装や音楽など、各講師が工夫を凝らして、
生徒の興味を引く授業をしていただき、どこのクラスも非常に盛り上
がり、充実したものとなりました。

他の国に行けば楽園だと思っていました。
でも、「どこへ行ってもことばは違っても
思うことは同じ」と聞いて、最初は分から
なかったが、それは、みんな「平和」を願っ
ているということだとわかりました。

困っている国に、日本が橋を作ってあげた
りいろいろな援助をしていて、感謝されて
いることが分かり、将来自分でも何かして
あげたいと思いました。

実際にパキスタンの人に会えて、お話しを聞けた
ことが本当にうれしかったです。一番印象深かった
のは、文字が難しくて分かりませんでしたが、世
界には面白い文字があるんだと興味を持ちました。

フィリピンの衣装を着せてもら
い、バンブーダンスをしたことが
楽しかったです。

香港の幼稚園では、日本の中学校で習うレベル
の英語の教科書使って勉強していると聞きびっ
くりしました。そして、中学校の英語のレベル
が高いことに驚きました。

ペルーの話はとても面白く、みんなで歌っ
て踊ったことが一番楽しかったです。マチュ
ピチュの遺跡に行ってみたいと思いました。

ペルーのベルタさん

国際理解講座は、生徒が興味を持っている国を選択し、
５グループにわかれて授業を行いました。講師の自国の文化
や習慣・食べ物、民族衣装や音楽など、各講師が工夫を凝
らして、生徒の興味を引く授業をしていただきました。生
徒は事前学習をしていたので活発に質問をしていました。

国 際 理 解 講 座

１班 佐竹    フロンティーナ （ ルーマニア ） 
２班 セイタ  ファラハト　ニサール （パキスタン ）
３班 李　銀淑（い　うんすく） （韓国）
４班 アウロラ  スビジャガ　田村 （メキシコ）
５班  ジェームス   メロー（ 北中ＡＥＴ）    （イギリス ）
コーディネーター　浅子　眞津子 （日本）

平成２１年１１月１１日 ( 水 ) に北中学校で、（財 ) 埼玉
県国際交流協会登録の講師４人と学校のＡＥＴ１名が加わ
り、３年生を対象に国際理解講座を開催しました。

ルーマニアのレースのついた民族衣
装でダンスを踊ってくれました。み
んなで踊ったダンスは１番楽しかっ
たです。パソコンや本では分からな
いことをたくさん教えてもらって本
当に楽しかったです。

サッカーやゴルフがイギリスで生まれたス
ポーツであることや、聞いたことのある音楽
がイギリスの曲であることなど、２階建てバ
スが最近少なくなってしまったことなど一生
懸命に話してくれました。ほかの国のことを
知ることはとっても楽しことだと感じまし
た。

メキシコについてはタコスぐらいしか
知らなかったが、空気が薄くて日本
人がメキシコに行くと、めまいや吐き
気がすることや、飴にトウガラシが
入っていることなど、メキシコの文
化を知ることができて良かったです。

事前学習でパキスタンのことを調べました。調べ
れば調べるほど面白くなってきました。そして、
直接パキスタンのセイダさんからイスラム教のこ
とや、ウルドゥー語も教わり、サリーや帽子を着
せてもらったり、とても楽しい授業でした。

韓国のキムチは一人一人味が違うことや、
男性には徴兵制度あり２４カ月間行かな
ければならないことなど驚きました。民
族衣装を着せてもらって嬉しかったです。

外国人講師から北中の生徒の取り組
みについて、非常に良かったとの評
価をいただきました。　



１１月３日の文化の日に、
「木枯らし１号」が吹き荒れる
寒い中、早稲田公園で市民ま
つりが開催されました。
そんななか、寒くても国際
交流協会の外国料理のブース
には、珍しい料理を食べようと、たくさんの人が集まっ
てくれました。今年は、ペルー・フランス・バングラデシュ・
韓国・スーダン・アメリカ・ブラジル・ニュージーランド
料理など 8店舗を出店しました。
協会の本部では、事業の内容や活動についての皆様
に協会を知っていただこうと、協会だよりの配布や、
実施事業のパネルによる展示をして協会をＰＲしました。
熱々のミルクティーを無料配付している協会本部テ
ントの前には、長蛇の列ができました。
冷えた身体を温めるミルクティーは、皆様に喜んで
いただけたようです。

「三郷市民祭り」 に参加しました！
日本語ボランティア養成講座を

　　　　　　　　　　開催しました

１月８日 ( 金 ) から２月
１２日 (金 ) までの全６回、
北公民館の研修室で「外国
人の方に日本語で日本語を
教える手法を学ぶ講座」を
開催しました。
（社）日本語普及協会の松尾恭子氏を講師として
お迎えし、コミュニケーションの大切さや、生活の
場面を中心とした日本語の教え方を学びました。
毎回何人もの、外国人にゲストに来ていただき実
践演習の方式で、楽しく学べる講座となりました。

受講者からは、今後も日本語ボ
ランティアを続けたいとの意見が
出され、それを受けて国際交流協
会は、日本語教室の設立の準備
を始めました。

国 際 交 流 農 園 で 収 穫 祭

※冬の間は、農園に枯れ葉や堆肥を混ぜ込み、畑を育てています。

絶好の秋晴れの中、山﨑利吉副市長ご臨席のもと、
石出幸一会長を含め約７０人の農園関係者が集まり、
１０月１８日 ( 日 ) に、収穫祭を行いました。
６月に植え付けた、サツマイモや落花生など立派に
育った野菜を収穫しました。収穫したサツマイモをア
ルミホイルで包んで炭火で焼きイモを作ったり、中国・
韓国・ネパール・バングラデシュのそれぞれの国の特徴

ある味付けをしたお肉をバーベキューで楽しみました。
お好み焼き・焼きそば・サツマイモのてんぷら・野菜
の素揚げなどもみんなで作って、みんなで食べました。
自分たちで育てた野菜を畑で食べる事は、いつもと
は一味違う美味しさと喜びを感じました。
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～「川越＆鉄道博物館」に行きました～　
１２月６日（日）外国人と日本人との交流を目的に、川越市内
とさいたま市にある鉄道博物館に行ってきました。
参加者は市内で暮らす外国人２１名と日本人２７名 ( スタッフ
含む）で、三郷市役所を８時、北公民館を８時２０分に出発し、
高速道路は混雑するところもなく川越に到着しました。
今年は、協会員がリーダーとなりグループごとに行動すること
にしました。
川越市役所で降車し、「駄菓子屋横町」をスタートに「時の鐘」
や「蔵の町並み」を散策しました。昼食はご住職の好意により連
馨寺の講堂をお借りし、グループごとに各自持参したお弁当のお
かずを交換したり、料理方法などを聞いたりして、楽しくランチ
タイムを過ごしました。
午後は、鉄道博物館を自由見学しました。昔懐かしいＳＬや新
幹線こだまなど、たくさんの電車が展示され、子どもも大人も楽
しむことができました。



　協会では、随時会員を募集しています。諸外国の方々との交流や協会の国際交流活動に参加して
みませんか？国際交流に関心のある方ならどなたでも会員になれます。
　入会をご希望の方は事務局までお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。

　年 会 費
　　個人会員　年額　 ２,０００円(学生は１,０００円) 家族会員　年額 　３,０００円
　　法人会員　年額 １０,０００円　    　　　　　　　 団体会員　年額 １０,０００円

　平成20年度 会員数
　　個人会員　　７８人　　家族会員　　９家族
　　法人会員　　　７法人　団体会員　　９団体

事 務 局　三郷市国際交流協会事務局(三郷市役所市民活動支援課内)
　　　　　　　 〒341-8501 三郷市花和田648-1 TEL 048-953-1111(内線2302)  FAX 048-953-7775 

TEL 048-930-7714(直通)
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「ズドラーストヴィーチェ」（こんにちは）と小学３年生になる娘が、
声を掛けました。これが昨秋、我が家で、ロシアの留学生のマリーナさ
んを迎えた時のはじめの言葉でした。マリーナさんは、とっても明るく
て活発な女性で、ロシアで日本語の教師をしているので、日本語で話す
ことができました。
そもそも我が家で留学生を受け入れようと思ったのは、私が学生の頃、
バンクーバーでホームステイをしていた時に、ホストファミリーに大変
親切にしていただいたので、いつかは自分も受け入れる側となり、留学
生のお役に立てればと思ったことからでした。何より、娘が留学生との
交流を通じ、語学や異文化に少しでも興味を持ってくれればと思い、ホ
ストファミリーとして登録しました。
さいたまスーパーアリーナで開かれていた「まなびピア埼玉２００９・
国際フェア２００９」にマリーナさんと行きました。
折り紙や書道などを一緒に体験し、三郷市で出展していたコマ作りも
体験しました。ロシア料理の「ボルシチ」と「ピロシキ」を一緒に食べ、
私たちは直ぐに打ち解けることができました。　
短期間でしたが、いろいろな話をしたり、ゲームをしたりと一緒の時
間をとても楽しく過ごすことができました。今でもメールのやりとりを
しており、楽しいメールを送ってくれます。今後もホストファミリーと
して、国際交流の一助になればと思っています。　　　　

マリーナさんとみゆきちゃん

大森ファミリーとロシア人留学生
( 左から２番目がマリーナさん）

ＯＮＥ　ＮＩＧＨＴ　ＳＴＡＹＯＮＥ　ＮＩＧＨＴ　ＳＴＡＹ

ロシア留学生との思い出
　大森　貴則 

１０月４日（日）北公民館が主催で、
市内で暮らす外国の方や国際交流関
係者のボランティアグループ等が協力
した、「地球市民フェスタ in 三郷２０
０９」が、みさと団地センターモール
において開催されました。
各国の紹介資料展示、外国料理の模擬店、みさと団
地内自治会の皆様の参加、つきたてのお餅の販売、そ

れぞれの国の特産物の販売や、文化紹介が
行われ、舞台では楽しいパフォーマンスが行
われ、会場に詰めかけた方たちを楽しませ
ました。毎回、三郷北高校の生徒さんが、
屋台のお手伝いをしてます。

今年、息子の７歳の誕生日にお寺でごまたきをしました。
去年のお正月、初詣に行ったときにごまたきをみて、
ネパールで行われているものと似
ていたので、やってみようと思い
ました。初めて見たときすごいびっ
くりしました。
ネパールでは、健康祈願や結婚
式などにやります。ごまたきは、宗
教関係なくやります。

アシス君 
  日本のごまたきをしました

マナンダー  ディネス（ネパール）

ネパールのごまたきの様子

平成２２年度三郷市国際交流協会総会開催（予定）
日　時　平成２２年５月２３日 ( 日 )
会　場　瑞沼市民センター
議　題　平成２１年度事業報告、決算報告、役員の改選について、平成２２年度事業計画、予算案

☆会員の皆様のご出席をお願いします。総会終了後、同会場で懇親会を予定しています。
昨年の懇親会


