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リラさん

令和元年度事業も無事終了と思われましたが、昨年12
月に中国武漢市において発生した新型コロナウイルスが
中国のみならず全世界で猛威をふるい、その影響を受
け、「世界の文化を知ろう」、「国際親善花見会」等が
中止となり、楽しみにしていた会員の皆様にもご迷惑を
お掛けしております。
令和２年度事業においても、理事会・総会の延期が協
し

こ

ー

な

議されており、安全宣言が発表になるまで行事・事業も
延期となる可能性が高く皆様にも体調管理をお願いいた
します。
安全宣言発表後は、行事・事業を積極的に推進して行
きたいと思いますので、皆様のご理解、ご協力をお願い
申しあげます。

阿見町国際交流協会事務局長 湯原 清和
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世界の文化 紹 介リトアニアは 中 止しました。

・3/28

国際親善花見会は 中 止です。
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総会は延期又は書面決議にします。
ぺ

り

あ

し

ほうもん

らいねん

らいちょうかんげい

さ らいねん

・スーペリア市への訪問は来年、来 町 歓迎は再来年となります。
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・ 柳 州 市への訪問は今年の予定です。
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柳州市にマスクを送りました
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ウオーキングに参加して


都市・文化交流委員会

水嶋

政子

1月19日（日）晴天のもと茨大留学生5人を含む22人で
8時45分役場を出発。予科練記念館前で英語による説明
を聞き、雄翔館では若い人達が戦争の犠牲になったと
知った。
戦後生まれの我々は戦争反対と言わなければならな
い。記念館内も見学し廻戸の鹿島神社に寄り爆撃で亡く
なられた方が多くいたことを知った。境内は掃き清めら
れて花まで手向けられていた。
阿弥神社に寄りお参りをした。戦時中は21あったが、
現在は1つしか残っていない上郷にある掩体壕を見学で
きて有意義でした。役場に戻って12時30分12,000歩。参
加の皆様お疲れ様でした。

たちが、私たちの興味を持ったことについていろいろと
説明してくれました。阿見町で過ごしたとてもよい経験
になりました。

ストレッチ体操をしてスタート

外国文化に触れよう
世界の料理に参加して


前列右側から４人目

水嶋さん

国際交流協会のウォーキングイベント


リラさん（インドネシア）

2020年1月19日の朝、茨城大学の交換留学生と阿見町
国際交流協会の何人かの人たちで阿見町内のウォーキン
グイベントのために公民館に集まりました。私と友人は
朝8時に茨城大学の留学生用寮から公民館まで歩きまし
た。晴れていましたが冬なので寒かったです。まず初め
に私たちが公民館でしたことは体のストレッチ体操でし
た。
私たちの訪れた初めの目的地は、予科練平和記念館で
す。私たちは2ｋｍの距離を約30分かけて歩きました。
記念館に着くと、学芸員の方が記念館についてとてもよ
く説明してくれました。
飛行機の格納庫を訪れた後に、公民館へ戻りました。
公民館に着いたら、サンドウィッチが用意されていて、
私は中にピーナッツクリームが入っているものをもらい
ました！歩いている間、阿見町の中なのに今までに見た
ことのない場所をいくつも見ました。国際交流協会の人

都市・文化交流委員会

櫻井

栄子

2月16日（日曜日）中央公民館に於いて、外国文化に
触れよう！「世界の料理」が行われました。今年度はイ
ンド料理定番のカレーチャナマサラ、ジーラライス、
ブーンデイライタ（ヨーグルトの中にスパイスを入れた
もの）でした。参加者は講師のインド人ルッチーさんと
御主人、ホンジュラス人2人、マレーシア人1人、日本人
17人の計22人でした。
「ジーラライス」はインド米を使いスパイスを入れて
炊飯器で作りました。インド米はとても細長く、日本米
に比べて粘りがなくポロポロした感じでした。カレー
ルーの「チャナマサラ」はカシミール、トウガラシ、
ターメリックパウダー等の色々なスパイスを使用しひよ
こ豆を入れたもので、独特の香りを醸し出し、辛味もま
さに本場のインドのカレーでした。是非ご家庭でも再
現してみて下
さい。今回ご
協力下さった
皆様ありがと
うございまし
た。
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おいしかったインド料理


日本語教室学習者の発表会＆交流会

ロリシアさん（マレーシア）

今回は、筑波に住んでいるインドの方のルッチーさん
ご夫妻とインドの家庭料理を一緒に作り、楽しく交流会
をしました。
みんなスパイシー料理が好きなので、今度の料理教室
も楽しみです。
作った中で、私のお気に入りはチャマサラです。少し
からくて、そしてスパイスのいい香りがするところが好
きです。
全部とてもおいしかったし、楽しく交流会ができまし
た。教室で習ったインド料理を家でも作りたいなと思い
ました。

隣近所の皆さんについての話


ノエミさん（フィリピン）

私たちは2011年5月に新しい家に引っ越しました。ま
もなくコミュニティーリーダーが私の家に来て、ゴミ出
しとかいくつかの料金に関する規則や規制を教えてくれ
ました。私たちは大変助かりました。
先日、隣近所の人が亡くなりました。お葬式の通知が
来ましたが、それが何なのか分かりません。すぐ隣の人
がそのことを教えてくれました。そして封筒に主人の名
前を書いて、中に少しお金を入れました。
時々回覧板が回ってきます。それをお隣の家に持って
ゆきます。すると、その家の人が回覧板に載っている大
切な内容を説明してくれます。
私の家の外で水漏れがありました。私が係の人に電話
をしている時に隣の人が来てくれて説明するのを手伝っ
てくれました。業者さんに修理を頼む前に費用を確認す
ることを教えてくれました。
私たち家族は、いつも隣近所の皆さんに助けてもらっ
て感謝しています。

右側講師のルッチーさん

右側
ノエミさん
左側
娘のリアンちゃん
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●令和２年度『町日本語教室前期講座』受講生募集
Recruit students "Japanese Language classes  for foreignere"
前期講座（4 月〜 9 月）を下記日程で開講します。日本語の勉強をしましょう！日程は変更する可能性があります。
月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

火曜クラス：19回
（2から3クラス）
7 日・14日・21日・28日
12日・19日・26日
2 日・ 9 日・16日・23日・30日
7 日・14日・21日
1 日・ 8 日・15日・29日

水曜クラス：19回
（１クラス/初級レベル）
8 日・15日・22日
13日・20日・27日
3 日・10日・17日
1 日・ 8 日・15日・29日
5 日・19日・26日
2 日・ 9 日・16日

日曜クラス：全20回
（レベル別）
5 日・12日・19日・26日
10日・17日・24日・31日
7 日・14日・21日・28日
5 日・12日・19日
23日・30日
6 日・13日・27日

▶時
間 ▷火曜クラス：午前9時～11時
▷水曜クラス：午後7時～9時 ▷日曜クラス：午後1時～3時
▶場
所 ▷火曜クラス：本郷ふれあいセンター ▷水曜クラス：かすみ公民館 ▷日曜クラス：中央公民館
▶参 加 料 2,000円（別途テキスト代が必要）
▶対
象 町国際交流協会会員
▶申込方法 電話または直接下記に申し込む（授業のある日は教室でも受付可）
■国際交流協会事務局 ☎8 8 8 - 1 1 1 1（292）※土日祝日を除く月～金曜日の午前9時～午後5時
■ aiea-ami@atlas.plala.or.jp

イングリッシュカフェに参加して


佐藤

わたる

亘

イングリッシュカフェに、何の情報もない中で2回参
加させて頂きました。
交換留学生との会話を通して彼らの国の気候風土、食
生活、宗教、慣習等、また、来日後の体験談等を興味深
く拝聴しました。
私は2度海外駐在を経験しましたが、当時積極的に現
地の人達の中に入り込み、ふれあいを経験してきたこと
を思い出し、懐かしいやら、嬉しいやら。また、今まで
訪問したことのない国の人達とのふれあいができること
も嬉しく思いました。
留学生は短期間留学の為、日本の四季を体験する暇もな
く、それぞれの国に戻るようですが、来日したという貴重
な経験を忘れずに自国に戻っても良い意味でのエリート意
識を持ち、自国と日本の架け橋になってくれるよう期待し
ます。また、滞在期間中に友達を作り、自国に戻ってもい
つまでも交友を深めてもらえればと思います。
留学生によっては雪が初めて見られる機会が訪れます。
ぜひ来る日本の冬にその経験をしてみてはと思います。

《会費納入のお願い》
令和元年度の会費をまだ納入されていない方は、国際
交流協会事務局（役場 2 階）へ持参するか、銀行口座へ
の振込みをお願いします。銀行口座番号が不明な方は、
事務局（電話 029-888-1111 内線 292）までお問い
合わせ下さい。

後列左から５人目

佐藤さん

《新会員の紹介》

＜個人会員＞
・青山真理子・坂入京子・水川篤・張立君
・賈江寧・小圷孝昌・小貫えみり・杉浦牧子
・アダム ジョーンズ（アメリカ）
・WANNINAYAKE MUDITANSELAGE
SUJEEWA WANNINAYAKE（スリランカ）
・ABEYRATNE MUDITANSELAGE YUKIMI
ABEYRATNE（スリランカ）

（敬称略、順不同）

編集後記： コロナというウイルスがあばれていま

す。我々の活動がウイルス拡散にならないようにス
ケジュール変更に追われています。事前申し込みが
不要なイベントですと、中止の連絡に万全を期すの
が難しいです。気軽に事務局に問い合わせくださ
い。早くウイルス問題が解決して活動を取り戻した
いです。

【広 報 委 員】
亀村 達男、中西 和紀、磯崎 輝也、
海野 満峯、海野 隆、小島 直子、
【広報担当委員】
佐藤 静子、吉田 美津子、福田 朋子
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