「平成 29 年度活動報告」
◆総会 (平成 29 年 5 月 14 日)
『府中町国際交流協会平成２９年度第２６回通常総会』が、くす
のきプラザ２階研修室で開催されました。府中町長佐藤様をはじ
め多くのご来賓の方々のご臨席のもと、会員の皆さまの審議の
結果、「平成２８年度事業報告、決算報告」「平成２９年度事業計
画、予算」「役員選任」の３議案が全会一致で承認されました。皆
さまのご協力、どうもありがとうございました。
今後とも町との連携を深めながら、充実した事業を開催していけ
るように役員一同、鋭意努力して参りますので、どうぞよろしくお
願い致します。
◆会員交流会 (平成 29 年 6 月 18 日)
中国、ベトナム、台湾、ラオス、ロシア、アメリカ、フィリピン、インドの８か国から３９名の参加者があり、総勢８５名の賑
やかな会になりました。当日は朝から梅雨とは思えないくらいの晴天に恵まれ、お客様の出足も好調でした。
まず、参加外国人の紹介をしてから簡単なゲームで緊張をほぐし、乾杯の後お料理を堪能しました。
お待ちかねのアトラクション、今年はバルーンアートとジャグリン
グです。マツダ人材バンクの大﨑紀子さんによるバルーンアート
は子どもたちに大人気。
細長い風船をねじっていろいろな動物が次々とできていきます。
アトラクションが終わってからも、風船がある間はリクエストに応じ
てかわいいワンちゃん などを作ってくださいました。また、広島
大学霞キャンパスジャクリング部，Jug る×Jug るによるジャグリ
ングも大盛況。大人も子どもも真剣なまなざしで、ボールやボーリ
ングのピンの様な「クラブ」を駆使して

行う演技に集中して見

入っていました。
テーブルには朝早くから準備してくださったポットラック（持ち寄り）料理がずらりと並び、本場中国の小籠包、香辛料た
っぷりのエスニック料理、和風めん料理、和菓子、ケーキ等、各国ご自慢の美味しいお料理に舌鼓をうちました。
最後に、会員交流会恒例の大くじ引き大会を行い、くじで当たった景品をもらってみんな大満足。大盛況のうちに会は
幕を閉じました。梅雨のさなかの会員交流会ですが、最初から最後まで晴天に恵まれ、外国の方たちとの会話も弾み、
楽しいひと時を過ごすことができました。

◆外国人による講演会 (平成 29 年 7 月 30 日)
イラン出身のアイソーダ・アジャリさんが来てくれました。彼女は、
広島女学院に在学し Global Studies を専攻しています。イランの
人口は 8 千万、日本の 4.4 倍の国土面積を持っていますが、GDP
は日本の十分の一の比較的貧しい国です。しかし彼女の実家の
写真を見せてもらった限りではアイソーダさんは裕福な家庭のお嬢
さんとの感じを受けました。
スピーチの前半はイランの過去の名前ペルシャの歴史でした。隣
国との闘争や近代のイギリス、ロシヤの統治干渉など複雑な歴史
を抱えています。彼女の説明は、世紀前からのペルシャ帝国から 7
世紀のイスラムの侵入そして 20 世紀になってからのパフラヴィー朝誕生の話そしてイスラム革命と、その時々のポイ
ントを押さえ要領よくそして我々に興味を持たせるように話してくれました。
後半は食べものや衣装が主体の話でした。主食は色々な「ナン」で、その作り方まで説明してくれました。衣装につい
ては今回約 10 種類ぐらいの民族衣装を持ってきてくれ何人かの方が試着して楽しんでおられました。
観光名所としていくつか紹介してくれましたが、その中での圧巻は世界遺産の「ペルセポリス王宮跡」でしょう。世紀前
に建てられアレキサンダー大王の攻撃により 331BC に破壊されたものです。又富士山とよく似たダマーバント山も紹介
してくれました。富士山より高いと言っていましたがネットで調べると 5671 メートルもある美しい噴火山でした。
◆平成 29 年度 第 10 回国際親善卓球大会(平成 29 年 8 月 27 日)
10 年目を迎える卓球大会を２０１７年８月２７日、くすのきプラザで催しました。 昨年の大会は、リーグ戦とトーナメント
戦を組み合わせた大会でしたが、試合数が少なく（最低３試合）物
足りなかったとの参加者の感想もあり今年は全チームが最低５回
戦の試合をするようにリーグ戦を組みました。
参加者は外国人 16 名、日本人 16 名で、それぞれから１名を出し
１６のペアーチムを組みました。内訳は、ベトナム人 14 名と中国人
2 名、日本人は府中町卓球協会から 14 名、国際交流協会会員３名
でした。３名は８０歳の方とこの大会初めての子供参加で小４、中１
の選手がプレーする事になりました。裏方としては卓球協会から審
判員 8 名、国際交流協会から 11 名が精いっぱい運営を支えまし
た。
このリーグ戦では優勝者が決まらず、予定外の決勝戦を行いましたが、今までの経験と準備万端のためすべてがス
ムーズに進められ、ほぼ時間通りに閉会をする事が出来ました。
いつものように、若いベトナムの選手とお母さんぐらいの年齢の日本人選手との交流は見ていてほほえましく、素晴ら
しい国際親善交流ができたと感じた次第です。

◆平成 29 年度 英語であそぼう（平成 29 年 10 月 21 日）
参加者は小学生 12 名の他、保護者の方々が参観して下さいまし
た。受付が済んだ子供達から、アシスタントの簡単な英語を使った
遊びでウォーミングアップをし、小学生向けに英語の歴史について
話をしました。
その後イギリス出身の先生と感情表現の言葉やハロウィンの言葉
などを使ったゲーム等を楽しみました。ほとんどの子供達が英語経
験者だったこともあり、初めはおとなしめでしたが、次第に積極的
になり楽しい時間を過ごしました。
特に言葉のビンゴは盛り上がっていました。
後半は簡単な体を使ったゲームをし、ハロウィンについて話をし
た後、ハリーポッターに扮したマイクさんのプロジェクターを使ったハロウィンの紙芝居を楽しみました。その後、室内で
ハロウィンウォークをしました。みんな手提げ袋を手に四隅に立ったスタッフの家を回り“トリック or トリート”（“いたずら
とごちそうどっち?”お菓子をくれないといたずらしちゃうよ）、“I’m ○○”と名乗ってお菓子をもらって歩きました。
最後に「今日楽しかった人？」と尋ねると、みんな元気に手をあげて“ハーイ”と即答。『英語であそぼう』は笑顔のう
ちに終了しました。
◆平成 29 年度 国内視察旅行（平成 29 年 11 月 12 日）
45 名が外国の方で日本人は 25 名でした。国籍もロシア、ベトナ
ム、ラオス、アメリカ、インド、中国と国際色豊かな研修で、バス２台
に分乗して津和野へ向かいました。
徳佐りんご園では、りんご狩りを体験しましたが、美味しいりん
ごの見分け方や、手を汚さないで食べるための、簡単な切り方と
食べ方をご説明いただきました。りんごの枝を傷つけない取り方も
習い、りんごを取ること自体も楽しかったのですが、りんごもとても
美味しいと好評でした。まさかこんな近くに西日本一のりんごの産
地があるとは知りませんでしたし、格安でりんご狩りができる場所
がこんな近いとは思いませんでした。ここではいろいろな品種を育
てているそうなので、ぜひまた来てみたいものだと思いました。
津和野では、今まで見たことのないほどの大きな鯉がたくさん泳
いでいることに驚き、小京都と呼ばれる美しくも味わい深い町並み
に、日本らしい風情を感じられました。伝統的な鷺舞をいつかこの
目で見てみたいものだと感じながら、鷺舞の像の近くで集合写真を
撮りました。津和野駅の近くでは、山口線の SL の停車状態を間近
で見られただけでなく、再び駅の近くをバスで通った時に、蒸気を
吹き出して走っている姿を見ることができ、幸運を感じました。
太鼓谷稲成では、他の稲荷神社との違いや、お清めの方法、お
参りの仕方などの説明を添乗員さんにしていただき、実際にお参りをしました。多数の鳥居がある階段は、体力の関
係で下から登るのはやめ、山の上の境内へ直接バスが到着していたのですが、鳥居の連なる階段を一番下まで下り、
再び上ってくるという健脚の方がいて驚かされました。

◆第 16 回中学生英語暗唱大会・外国人日本語スピ－チコンテスト （2017 年 12 月 17 日）
町内の中学生 9 人、ゲストスピーカー8 人、外国人 5 人が参加しま
した。結果は、つぎのとおりです。
【中学生英語暗唱の部】（敬称略）
中学生英語暗唱の部では、町内の中学生 9 人が参加し、多数の
参加者の前で緊張しながらも、日頃の練習の成果を発揮しまし
た。
最優秀賞は次のとおりです。
１年生の部
最優秀賞

難波 匡燿 Namba Masaaki
杉久保 乃之佳 Sugikubo Nonoka

２年生の部
最優秀賞

大勢登 直也 Ohseto Naoya

３年生の部
最優秀賞

服部 心遥 Hattori Miharu

また、３年間連続出場された３年生の堀本 淳矢さんと服部 心遥さんには、皆勤賞が贈られました。
【ゲストスピ－チの部】（敬称略）
府中南小学校５年生の児童７人が元気に発表を行いました。
清平 愛莉 Kiyohira Airi、藤崎 心春 Fujisaki Koharu、真鍋 一朗
Manabe Ichiro、上野 蒼依 Ueno Aoi、
小泉 沙弥夏 Koizumi Sayaka、相良 唯奈 Sagara Yuina、萩 ひよ
り Hagi Hiyori
広島県立安芸府中高等学校国際科１年生のキャパー 実生 ヘレ
ナさんが、流暢な英語スピ－チを披露しました。
【外国人日本語スピ－チの部】（敬称略）
外国人スピ―チコンテストの部では、中
国、ラオス、ベトナム、ボスニア・ヘルツェ
ゴビナの国籍の５人が日本語でスピ－
チを披露しました。最優秀賞は、「We
need peace 私の平和への思い」という
テ－マでスピ－チをしたチーズミッチ ア
ダさんが受賞しました。
最優秀賞

チーズミッチ アダ

Cizmic Ada ボスニア・ヘルツェゴビナ

◆平成 29 年度 第 2 回 外国人による講演会（平成 30 年 3 月 4 日）
米国オレゴン州出身であり、現在安芸府中高校で英語を教えてお
られるプレストン・ベーカーのお話を聞きました。
タイトルは、「私の人生そして私に影響を与えた経験」ですが、彼の
今までの人生とそれに影響を与えた出来事・経験を詳しく話してく
れました。
彼の生き方の基本にあるのは、何事も奥深く探求するという姿勢と
理解しました。
彼の両親が離婚したことから、一週間ごとに住む場所を変えるな
ど複雑な子供時代を過ごしていたようです。そして再婚した母親と
新しい父親との間にできた妹ができて、一緒に楽しく写っている多くのスライドを見る限り、兄とその妹と親密な仲で暮
らしてきた家族を中心とするすばらしい人生だったと伺われました。
演劇に興味を持ち小学生時代から少しずつ役者としての練習はして来たようですが高校や大学に入ってプロ並みの
演技を身につけたようです。 短い寸劇で彼が役者として芝居をし
ているビデオを 3 本見せてくれました。
日本には子供時代から興味を抱いており、高校、大学で日本語の
勉強をしております。
その動機は、よく日本のアニメから入った外国人がいますが、彼の
場合は必ずしもそうではなく同級生に日本人がいたとか、その礼
儀正しい姿を見て好きになった事が動機のようでした。
しかし日本移住を決定づけたのは、すい臓がんと言う大病にかか
ったためでした。がんの中でも生存率が最も低いすい臓がんにか
かり、抗がん剤の副作用で丸坊主になるぐらいの苦しい闘病生活を続ける中で今後の人生において何をすべきか熟
慮してでた結論が日本移住でした。好きな女性にめぐり合い結婚して日本に一緒に来ました。 福山の高校で ALT とし
て働きましたが積極的に日本の風土に溶け込む努力をしました。バーに通うことが大切と冗談気味に話していました。
このような日本好きな彼ですが、奥さんの今後の人生のため帰国せざるを得ない状態になっています。彼女はパン屋
を始める夢があり日本では外国人であるがゆえに商売を始めるのが非常に困難であることがわかったのです。彼とし
ては奥さんの夢をかなえるのが第一義と考えておりまずは母国に帰り奥さんを助けてパン屋を開くことを考えています。
彼は残念だと言っていますが、我々日本人にとっても残念でもっと日本にいてほしい人物です。

◆放課後子供教室「国際交流教室」
３月１０日１４時～１６時、くすのきプラザギャラリーで、教育委員会
からの依頼で放課後子供教室の子供たち対象に国際交流教室を
行いました。
町内の小学校５校から１年～４年生の児童４０人が集まり、中国出
身の黄瑩さんから『中国のはなし』を聞きました。
簡単な中国語を教わったり、中国の景色や食べ物、歴史や文化な
どを映像を使って紹介してもらいました。
子どもたちは中国の雄大な景色や美味しそうな食べ物に興味深そ
うに見入っていました。
最後に、中国の春節の飾りに使う切り絵を作って楽しみました。
この教室の開催にあたってはポーランドのボジェナさん、ベトナム
のフェンさん、清藤さんもお手伝いしてくださいました。
お陰さまで国際色豊かな国際交流教室となりました。

語学教室(平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月)
平成 29 年度は日本人対象の子供・大人英会話教室、外国人対
象の日本語教室を開催しました。
子供英会話教室（隔週土曜日）は幼児・児童の 2 クラスで、
ネイティブの先生に慣れ親しみ、英語の楽しさを体験する教
室です。
6・11 月の参観日では子供達の成長ぶりを実感して頂けたと思
います。
大人英会話教室は入門（第１～第４木曜日）
・初級・中級（隔週火曜日）の 3 クラスで年齢・性別は様々です
が、英語に対する思いは同じで、ネイティブの先生の熱心な
ご指導により徐々に上達しています。
外国人対象の日本語教室はボランティア講師により第 1～第 4
日曜日、毎週火・木曜日に開催しました。
出身国は様々ですが、今年度はベトナム人が多く、来日して
間もない若い人達が日常会話の他読み書きの練習をしていま
す。
マツダ㈱のニュージーランド、オーストラリアのプロラグビ
ー選手も試合や練習の合間に日本語教室に参加しました。
日本語教室の受講生が当協会の行事にも積極的に参加し、会員間の交流を深めました。

