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目  田演合 分曰ま化阻用しOQ  昌

6月 22日 梅雨の晴れ間の日曜日、東部学習センター・レインボーホールにて「京劇へのいざない」と題 し、張紹成

氏による講演会が開かれた。開場を待ちきれないひとたちの長い列に、京劇への関心の深さを知る思いが し、張氏の

話に大いに期待するところとなった。

その巧みな日本語にみちびかれ話が始まった。歴史的には清朝の乾隆帝

80歳 のころに安徽省で徽朦1がおこったのが最初、後に武漢の漢濠1も 加わり、

徹漢合流となった。1840年 に北京の人々に分かることばの新 しい劇すなわ

ち京劇として生まれ変わり、西太后のお気に入りだつたことが発展するも

とになった。

男性だけで演じる役柄は「生 (男 役、老若)J「 H_(女役)J「浄 (く まど

)J「IL(道化)」 があり、生涯同じ役柄を演じ通すことになっていると

。張氏は「生」でずっとや

ってきたがある意味で自由を

もとめ、また京劇の発展のた

めこの日本で京劇団を起こす

こととなった。

京劇の手段として「四功」

と「五法」がある。すなわち

「唱(歌 )」「念 (せ りふ)J「 lll(し

ぐさ)」 「打 (舞 )」 が「四功J

「程式Jと いう決まった形の動作では、山、馬、舟、

技指導 していただいた。さいごに歌を披露してくださ

しさは妖艶ということばをおもわず使ってしまいたく

だ女声になっていた。

つぎの機会には是非、衣装と化粧の京濠1を みたいと

ったおおくのひとの感想でした。

戸の開け閉めなどを実

ったが、裏声のうつ く

なるほどきれいに澄ん

おもったのはここに集

であ り、「五法Jは 手、

眼、身、歩、頭の五つを

使って演じるものである。

誇張と美の世界を身体全

体と化粧、衣装などをお

りまぜ独特の方法で表 し

ていく。

二人の盗賊による暗闇

の殺陣をビデオ鑑賞した

が、これがとてもおもし

ろい。
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K I F A2003年度事業計画
5月 18H(口 )、 午後 1時30分から市総合福祉保健セ

ンター 6階の大会議室において、本年度の総会が開催さ

れたc

戸松雅昭事務局長 (「 lf生 涯学習部次長・社会教育課長 )

の司会のもと、議長に飯田泰己氏を選出したあと、2002

年度の事業報告ならびに収支決算・特別会計収支決算な

どが審議され、これを承認 し可決 した。

引き続き2003年度の事業計画案ならびに収支予算案・

特別会計収支案が審議され、これを承認 し可決した。

なお、議事に先立つ挨拶の中で、岡本靖子会長は「KIFA
は1988年 の設立以来、今年で15年 を迎える。昨年度は、

延べ1,300名 を超える市民の方々にKIFAの 事業に参加

して頂いた。国際交流は人と人、心と′亡ヽの交流が原点と

思っている。真の交流は異文化を理解することでもある。

今年度は、特に青少年の国際交流に力を入れていきたいJ

と抱負を述べた。

また来賓として出席された清水聖十市長からは、「外

務省時代の駐インド大使館やニユーオリンズ領事館勤務

の経験からも、FTI際交流は国と国だけではなく、自治体

と自治体、個人と個人の交流が大事なことと考えている。

KIFAが 通訳ボランティアやKIFAパ ーテイを始め、

様々なところで呆たしている草の根交流は素晴らしいJ

との祝辞を頂いた。

:`考犠考●クフ211=手ヨンサナ
総会終了後には、流山市在住の親子バンド

‖
そねそねく

らぶ"の音楽演奏を楽しんだ。ピアノは父の曽根充(SONNEY)
さん、パーカッションは母の曽根あきこ(AKO)さ ん、ト

ランペットは長男の麻央 (MAO)く んの構成だ。ボーカ

ルは全員がこなす。普段はライブ 。イベント・コンサー

ト・福祉施設などの慰間で生演奏をしているボランテイ

ア。お母さんのAKOさ んの進行でジヤズからポピュラ

ー、ポップス、そして懐かしい日本の唄まで次々と演奏

し、参加者を魅了した。

1.在住外国人との交流

☆バスツアー・お花見&バーベキユーパーテイ・

KIFAパ ーテイ・料理講習会・青少年交流事業

2.語学研修講座の開催

★英語会話 2講座

・スペイン語会話 1講座

・中国語会話 1講座

・フレンドリー英会話 l講座

・日本語会話 1講座

・開講式および閉講式

。日本語ボランテイア養成講座

・日本語ボランテイア研修会

・子ども英会話

・特別学習会

・近隣市町日本語ボランテイアネットワーク

・外国語に親しむ会

3.講演会・イベント事業

4.会報の発行

☆年 2回広報誌KIFA Plazaを 発行する。

年 2回 KIFAニ ュースを発行する。

5.ホ ームベージ事業

6.海外交流事業

★姉妹都市との交流 (青少年ロングステイ・成人派遣 )

7.ホ ームスティ・ホームビジットの受け入れ (随時実施 )

8.通訳ボランティア活動の促進

★研修会の開催 。通訳や翻訳活動を行なう。

9.外国人ボランティア講師の派遣

10.市民夏まつり事業への参加

11.東葛地区国際交流協会連絡協議会および他市との交流

前記のうち本年度実施の新規事業には、「お花見&バ

ーベキューパーテイJと 「子ども英会話」があります。

総会の開会宣言 来賓の清水市長ご挨拶

岡本会長事業報告 総会会場の模様



2003年度 鎌ケ谷市国際交流協会理事監事名簿

党 職 氏 所 属 団 f

理事 (会長 ) 岡本 靖子 市民代表

理事 (冨1会長 ) 酒井 哲 郎 ||「民代表

理事 (副会長 ) 小 栗 淑 子 市民代表

理事 (会言|‐ ) 一 色 雅男 鎌ケ谷 ライオンズクラブ

理事 (会計 ) 藤本 ,こft 市民代表

監事 竹内  明 市民代表

監事 清松 楢男 市民代表

理事(広報委員長)

工立
日渡 恭子 市民代表

理事(交流部会長) 根岸 孝子 市民代表

理事(研修部会長) 藤井 明恵 市民代表

理事 竹内 好子 鎌ケ谷市体育協会

理事 小 野 正義 鎌ケ谷市商J:会

理事 石り| 敏雄 鎌ケ谷市スカウト連絡協議会

理事 糸Ш井 和美 鎌ケ谷市子ども会育成会連絡協議会

理事 富 田 子
″
口
ぃ 鎌ケ谷市芸術文化協会

理事 野 口 光行 鎌ケ谷市白治会連絡協議会

理事 一勝
■
〃 義雄 鎌ケ谷青年会議所

理事 高橋 徹 鎌ケ谷ロータリークラブ

理事 高島 和雄 千葉県立鎌ケ谷高等学校長

理事 相澤 荘重 千葉県立鎌ケ谷西高等学校長

理事 鈴木  武 鎌ケ谷市小中学校長会

理事 寺島 正方 鎌ケ谷市教育委員会 委員長

理事 井上 和夫 鎌ケ谷市教育委員会 教育長

理事 中台  茂 鎌ケ谷市教育委員会生涯学習部長

理事 杉山  厳 鎌ケ谷市助役

K,I甲

事務局長 (生涯学習部次長 社会教育課長)戸松

担当職員 (社会教育課ネL会教育係)杉 山

事務局員             川島

事務局員             寺坂
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フラワーアレンジメントを楽しむ

流山市国際交流協会 (NIFA)は 平成 3年 5月 に設

立されました。 当初は全員手探 り状態でしたが、 皆で

作 り上げてゆく協会という意識が浸透し、徐々に運営方法

が確立され現在に至っています。

今年度から組織が変更され “1部会 (広報)。 7委員

会 (イ ベント、都市友好、国際理解 。日本語、外国語講座、

ホームステイ、文化交流、生活情報)制 "と なり、それぞれ

に特色のある活動をしています。

例えば「国際理解・日本語委員会」の活動は

炉月月月月月月月月月月

流山市国際交流協会の「国際交流サロン」
★ 日本語の得意でない外国出身の方々への日本語講座

(無料)★ 市内各小・中学校からの依頼を受け、日本語

の解らない外国出身の児童・生徒にその小・中学校に出

向いて日本語を指導 ★市内各小学校の国際理解教育プ

ログラムに外国出身講師を派遣 ☆流山市公民館との共

催で「国際交流サロンJを 開設 (毎月第 1水曜日)等多岐

にわたっています。

「国1祭交流サロン」は特に人

気があり、外国出身の方達の

出席率も高く、いろいろな国
の人達と市民の交流の場と

して定着しています。

その他の委員会でも「国際

交流まつり」や「国際交流の

つどい」、「国際マナーを楽し

む会」、「海外の児童と流山市

の児童の絵画交換交流」等、

多彩な活動を続けています。

イランの料理を学ぶ

大正琴の鑑賞と実技
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去る2月 16日 、中央公民館 4階ホールにおいて、KI
FAと しては初めての、青少年層を対象とする国際交流

パーテイが開催された。目的は各国の若者同士の文化交

流を通 じて、相互理解と親善をレ|る というもので、企画

の段階からKIFAの 斉手層が中心となった。

当日はあいにくの

雨で参加者の減少が

懸念されたが、所定

の時刻には参加予定

者ほぼ全員が揃い、

総員60名 を越す盛大

なパーテ ィとなっ

た。

ハンガリーダンス     会は岡本KIFA
会長の挨拶から始まり、テーブルごとの自己紹介、飲食

に移った。

若者同士の気安さと、何人かの顔ワ1染が交 じっている

こともあって、参加者同士すぐに打ち解け、あちこちで

談笑の花が咲いた。

適当なところでゲームに移ったが、賞品|が出たことも

あ り賑やかな進行のうちに前半を終了。 後半はア トラ

クションで、各国の歌や踊 りが繰 り広げられた。まずは

フイリピンの方々によるバンブーダンス。軽快な音楽と

4月 6日 (日 )貝柄山公園にてお花見バ

ーベキューパーティが開催された。       ..‐
前日の強い雨と風で実施が危ぶまれたが、    ■

'■当日は風が相変わらず強かつたものの晴天    権′

[言黒讐なゝ ミ s・

5分t(き とまずまずの花
      惨簾

策

会場の広場は他の団体や個人も早々と陣取 りし、宴会

の準備を進めていた。

パーテイ開始は11時 だが、待ちきれない人たちは受付

が終わるとすぐコンロに火を起こし始めた。

11時 きっかりにパーティ開始。

参加人数は昼頃には60名近 くになリシー ト席ごとに、

あるいは、立ったまま

でそれぞれ談笑の輪が

広がった。

お腹が膨れ、酔いも

回つたところでゲーム

・ア トラクションの部

に移った。

Kl

竹ざおのぶつかり合うリズ

ム音が程よく調和 し、見て

いるほうも身体が動いてき

そうであった。

次いで中国の女性 3人 に

よる故郷の歌、日本の小中

学生男女 4人による民謡踊

り、日本人の若者 3人によ 司会進行も自分達で

るブレイクダンスが披露された。民謡では最年少の女の

子の愛らしさ、ブレイクダンスでは曲芸的な体の動きが

人々の視線を集めた。最後はハンガリーダンスで、その

ダイナミックさに観客は拍手喝采。

交流会はこれで終了となったが、参加者の感想を聞い

てみると「英語を話すチャンスがもう少しあるとよかっ

た。でも、とても楽しか

った」(女 子高生 3人 連

れ)「 KIFAパ ーテイ

等交流協会のパーテイに

は毎回参加している。今

回も参力日できてよかったJ

(フ イリピン出身でバン

ブーダンスを披露 した方

々)等、好評であつた。

最初は輪投げである。 子供たちばか り

でなく、大人も童′亡、に帰 りはしゃいでいた。

次いでじゃんけん大会。熱戦の末、最後

に残ったのは男性と女性。いざ勝負 !

でも決勝戦は呆気なく女性の勝ちとなり

飴玉全部を獲得。めでたしめでたし |

余興も佳境に入り、ブレイクダンスに続き、バングラ

デイシュの若いお嬢さんによる故国の踊りが披露された。

民族衣装と、軽快な音楽に合わせたしなやかな体の動き

で異国情緒を味わわせてくれた。

最後は飛び入 りのダンスで、それぞれが曲にあわせて

自由に踊 りを楽 しんだ。

風はずつと強 く吹 きつ

づけていたが、気温が L

がったため寒い感 じはな

く、桜の花の下であつと

いう間に楽 しい時は過 ぎ

ていった。
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リピンのバンブーダンス

貝柄山公園でバーベキュー 子供も大人も輪投げに熱中 !
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4月 10日 から20日 まで 姉妹都市ワカタネからトライデント高校生16名 が鎌ケ谷を訪れました。

ホス トファミリー宅にホームステイしながら、都内 (築地市場)見学、デイズニーランド、市内学校めぐり、パー

ティなどたくさんの行事に参加 しました。通訳ボランティアとして高校生に同行 した会員からニュージーランド・ワ

カタネの若者たちとの楽しいおもいでがよせられました。

ニュージーランドの若者達を迎えて楽しい歓迎会を開催

4月 18日 、姉妹都市ワカタネからの訪問者の歓迎会が行われた。姉妹都市委員会の作業部会が彼らの滞在中、色々

な側面で協力 したが、KIFAは 通訳ボランテイアの派遣、そしてこの歓迎会の準備を担当することになった。

当日は,IF長 はじめホス トファミリーなど、関係者ら約130名が市総合福祉保健センターの大会議室に集った。朝から

の学校訪間、文化体験交流、そして歓迎会と長い 1日 だつたが、ワカタネの高校生はニュージーランド国歌の合唱、

マオリ文化の披露でこちらの歓迎に答えてくれた。

限られた時間の中ではあつたが、出会いを楽 しみ交流する様は、国際交流といっても、基本は人と人の交流で、そ

の交流がつなが り、線となっていることを感 じさせるものであった。

縁の下の力持ちではないが、日に見えないところで、この人と人の交流を支えているKIFAの ボランテイア活動

は、ボランテイアたちの誇 りで保たれているように思えた。ご協力頂いた皆様、お疲れ様でした。

デイズ
=■

ランドヘ

m‐【

北部小学校訪間

“Lets try againl" “Ilm sorry 11l be waiting here." さ

ほど若 くない私にはそう何度もお付き合いできずつい…

ニュージーランドの高校生は本当にジェットコースター

が好きです。

デイズニーランドヘ着 くまで、さ―て、どの乗 り物か

ら勧めようか ?どんな順序で回ろうか ?と 思案 してい

たのですが、さすがですね、どういう順番で、どのア ト

ラクシヨンに乗るか、インターネットでちゃんと検索済

み。ほんと便利な世の中になりました。最初はミクロア

ドベンチャー。足元をねず源が走 り抜けるゾクゾクする

感覚を残 しつつ、スペースマウンテンヘ。それからは日

本の若者にも大人気のジェットコースター類に、歓声を

上げながら何度も乗 り込んでいました。途中くまのプー

さんのかわいい容器に入ったハニーコーンを見つけると、

早速購入。お代わりを買うほどの食欲にただびっくり |

テイーカップはニユージーランドでもお馴染みらしく、

少なくとも4回 は乗つたようです。しかもお互いが競う

ように、すごいスピー ドでカップを回すものですからみ

ているほうが目をまわしそう…さすがに女の子の何人か

は途中でgive up。 三半規管に自信のない私は最初から遠

慮申し上げました。

お陰様で天候にも恵まれ、さほど混雑もなく、お気に

入りのスプラッシユマウンテンでの記念写真をお土産に、

心残 りながら鎌ケ谷への帰途につきました。途中、バス

のタイヤの空気が抜け、大慌てするというハプニングも

で

ま
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お土産話のひとつで しょうか ? (N.S)



Hola amigOs Buenas Tardes

オラ アミーゴス ブエナス タルデス 皆さんこんにちは

初めまして わたしは パ トリシア 岡田と申します。

今年からKIFAの スペイン語講座の講師となりました。

よろしくお願いします。

わたしのふるさとは、南米コロンビアの首都サンタフ

ェ・デ・ボゴタです。日本に来て25年 になります。日本

人の夫と結婚 して19歳の唐、子がおります。踊 りが大好き

で南米の踊 りなら何でも好きです。サルサ、フォルクロ

ール、メレングなど南米には楽 しい踊 りがたくさんあり

ますよ。

今日は皆さんに私の

生まれた国コロンビア

の紹介をさせてくださ

い。

コロンビアは南米の

一番北にあ ります。二

つの海にはさまれてい

ます。北はカリブ海、

南西は太平洋です。お

隣の国は、北はヴェネ

ゼイラ、南はエクア ド

ル、ペルー、ブラジル、西にパナマがあります。

国の面積は114万平方キロで日本の 3倍強の広さです。

人口は3940万人で、その74%が都市部に集中しています。

首都はサンタフェ・デ・ボゴタで640万人が住んでいま

す。ボゴタはコロンビアの中央山岳地帯のアンデス地方

にあり、伝統と文化の美 しい都市です。

初めてこの町を訪れる旅行者には黄金博物館と国立博

物館は見逃せません。言語はスペイン語です。国花は蘭

ですがカーネーション栽培も盛んです。特産品はコーヒ

ー、石油、エメラル ド,金、石炭、ニッケルやバナナを

始めとする彩 り豊なフルーッ、繊維・衣料品、海産物な

ど内容豊富です。

音楽の話 しをしましょう。

ラ・クンビア 北部海岸地方の踊 りでアフリカから奴

隷として連れてこられた黒人からうまれた踊 りです。当

時のスペイン女性の服装をコピーした衣装でエレガント

に踊 ります。フォルクロール・インテリオリ バンブコ

山岳地方の踊 りでポンチョと伝統の帽子で踊る素朴で田

舎っぽい味わいです。お国料理はスペイン風で、辛 くは

ありません。海岸地方は魚料理です。それとコヨナッツ

KBIn

パ トリシア岡田さん

ご飯が有名です。山岳地方は牛肉とジャガイモの料理で

す。ジャガイモは10種類ぐらいあります。豆も種類が多

くおいしいです。

以_ll駆 け足でコロンビアをご紹介しましたが、この国

は人口の35%が 18歳未満の若 くてダイナミックな国で、

みんな音楽が好き、スポーッはサッカー、自転車競技を

楽しみ、伝統的なお祭が大好きです。

ぜひコロンビアにお出でください。

【飲み物】ノンアルコール コーヒーとアグア・デ・パネイア (黒砂糖のお茶でレモンを絞って飲む)

アルコール マサト 米の酒 (白 い酒) チチャ とうもろこしが原料 山岳地方と田合で飲まれる強い酒

アグアルディエンテ さとうきびから作る30度 ～40度 の透明な酒  ラム 海岸地方の酒

コロンビア及び故郷の町



KHIB

～オリエンテーションも同時開催～
5月 25日 (日 )、 市総合福祉保健センター 6階大会議

室において、恒例の語学研修講座合同開講式が行われた。

英語 2講座・スペイン語・中卜1語 に加え、60歳以 11の 年

配者を対象とするフレンドリー英会話の受講生など120

名を超える人たちが参加した。

KIFAの 語学講座は、フレンドリー英会話を除き全

て年間を通 じて実施されている。

ネイテイブの講師による丁寧な指導や講座担当のボラ

ンティアの方々に支えられて、受講者の皆さんは楽しく

活き活きと外国語を学んでいる。今年も定員を上回る応

KIFA鎌 倉
バ ス ツ ア ー の 一 日

小雨が降つたりやんだりという心もとないお人気なが

ら、7月 6日 (日 )午前 7時半前から、市役所正面玄関

にはほとんどの参加者が勢ぞろいしていた。

前夜の大降りの雨に、お天気については半ば諦め気分

であったであろうにも拘わらず、参加者には 1名 の欠席

者もなかった。当日の参加者は45名 で、その内外国人参

加者は14名 (ス リランカ、バングラデイッシュ、中国な

ど)と 一般市民の方及びKIFA会 員であった。

バスは定刻 5分前に市役所前を鎌倉に向け出発 し、午

前10時過ぎには建長寺の駐車場に到着した。

1253年 に北条時頼が倉1建 した鎌倉五山第一位の建長寺

境内はあちこち改装中で、立ち入りができない場所があ

ったのは残念であった。引き続き鶴岡八幡宮を訪れたと

きには雨はほぼ ヒが り、人出が目立ち始めた。ここも残

念ながら本殿が改装中であつた。

長谷寺への道路は渋滞が始まり駐車場の確保ができな

かったので、高徳院の近 くのバス停で下車 し、長谷寺ま

で徒歩で移動 し、長谷寺内の見晴 し台で昼食にした。美

しい相模湾への眺望は諦めざるを得なかったが、手作 り

弁当のおかずを交換 し合ったり、お喋 りをしたり、しば

し和やかな時を過ごした。長谷寺の紫陽花はすでに盛 り

を少し過ぎていた。

古都鎌倉バスーツアー参加で口1際交1流1体験
～梅雨明けを前に紫陽花に彩られた鎌倉を散策～

募者があったため、講座によつては多 くの応募者が受講

できない結果となった。

岡本靖子会長からは、「抽選で漏れた方がたくさんお

られる。その人達の分も頑張ってほしい」とのメッセー

ジがあった。そのあと講座毎に分かれ、最初の授業でも

あるオリエンテーションヘと移行した。各講師の自己紹

介をスター トに、広い会議室の中いつぱいに様々な言語

が飛び交う最初の授業が賑やかに始まった。

この先一年間、途中脱落することなく授業に出席され、

^人でも多くの皆勤賞受賞者が出てほしいものである。

! 間違いを気にしないで !

長谷寺から高徳院へ徒歩で戻 り、建長 4年 (1252年 )

に鋳造された金岡1大仏に参詣する。境内には大仁、を詠ん

だ与謝野品子の歌Imiも あった。

駐車場所が確保できなかったため、高徳院の近 くの市

営バスの停車場で午後 3時にバスと待ち合わせをし、一

同急いでバスに乗 り込み鎌倉を出発した。皆大変名残惜

げであった。せめてJl産物屋に立ち寄る時間を設けるべ

きであったと悔やまれた。

帰路の車中ではゲームに興じて、大変賑やかであつた。

スムーズな車の流れは花輪のインターまでで、船橋・我

孫子線は渋滞で時間がかかった。しかし車中はカラオケ

オンパレー ドであまり苦にはならなかった。市役所到着

は 5時 )11過
ぎ、 一同解散したのは 6時頃であった。お天

気がまずまずであったのが、

何よりの幸運であつた。

参加 した受講生の方々

鼈笏丸蛯鰊
響漑褥礁‐又は

もっと大きな声で

(K. T)

長谷寺境内にて 鎌倉の大仏
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青少年ワカタネ・ ロングステイ派遣

昨年にり|き 続き今年も青少年ワカタネ・ロングステイ

派遣を実施 します。

25歳以下の市内在住・在学の高校生または大学生を対

象に市広報で募集し、 4月 26日 の選考会の結果下記 3名

の派遣が決まりました。

・石丸歩君・植松恵子さん・中村優美さん(全員高校一年生)

派遣者 3名 は7月 19日 (土)成田を出発 し、ニュージ

ーランド・ワカタネのホス トファミリーの家庭に4週間

滞在し、 8月 14日 に帰国の予定です。ホームステイの期

間中はワカタネ高校に通学 します。

ホス トフアミリーとの生活、同年代の現地の若者との

交流は彼 ら3人に貴重な体験となることでしょう。

日本語ボランティア養成講座

5月 17日 から8月 2日 まで12回の日本語ボランティア

養成講座がまなびぃプラザで開講 しています。

講師は松本・品川両先生、31名 の参加中し込みがありま

した。

受講生 Iさ んは「韓国にいる虐、子が日本語をおしえて

といわれたことと、いつか外国で役に立つかもという気

持ちではじめたが、文法のおもしろさを知 り 改めて日

本語の難しさにも気がついた」と語っています。

(左 )、 品川先生 (右 )

言卜 幸風

石関 澄子さん  7月 16日 ご逝去

元理事 (元交流部会長)

′と、よりご冥福をお祈 りいたします。

成人派遣

6月 30日 から7月 7日 までの8日 間、ニユージーラン

ド・ワカタネを6人のメンバーが訪問しました。

ワカタネとの姉妹都市1足携 5周 年を記念 して造られて

いた日本庭園の竣工式が 7月 4目 に行われ、KIFAは
資金援助をするとともにその式典に参加する計画をしま

した。

SARS(新 型肺炎)の流行で申し込みが少なく中止

も考えられたが、今回はワカタネカマガヤガーデンのオ

ープン参加という大きな目的があつたので予定通 り実施

された。

ガーデン内の

KIFA記念プレー ト

東葛地区国際交流協会

日本語ボランティアネッ トワーク会議

6月 7日 流山市南流山センターで、日本語ボランティ

アネットワーク会議がひらかれました。 6市 1町の日本

語ボランティアが集まり、各地の研修会や見学自由の開

かれた教室作 り、外国人児童生徒のための学校派遣活動、

文化交流を通して学ぶサロン活動などの情報交換をしま

した。

来目直後の全 く日本語を話せない人への対応、漢字習

得の吉労などと共に各グループの自慢話もとびだし非常

に有意義な会議でした。その中で会場確保に苦労してい

るとの話が多く出ましたが、市のご協力で年間の会場が

確保されているわたしたちはとても恵まれていることが

わかり、感謝の念を深 くしました。

編●集 :後 1記

交流部員・研修部員を兼ねた広報委員会メンバーは、そ

れぞれが梅雨のうっとうしさにも負けず、まさしく孤軍

奮闘の取材・編集をこなし、よりよい広報紙をめざして活

動中。ご意見・ご感想をぜひお寄せください。

KiFAパーティ
2003開催日決定 !

11月 23日 (日 )

市総合福ねL保健セン

ター 6階

今からどうぞお楽しみに。

8月 23日 (土 )12時 より

貝柄山公園にて市民夏まつりがひら

かれます。北入り口近くのKIFA
ブースにぜひおいでください。

小さな国際交流がここからはじまり

スマイリーキッズ
(KIFA子 ども英会話)

秋から小学生のための

英会話力¬まじまります。
ユニークな企画を検討

中、」
′‐どもたち、集ま

映画会

12月 7日 (日 )

三橋記念館視聴党

ホールにて

「宗家の三姉妹」を

上映する予定です。

松本先生


