
　今回、初の試みとなる『交流サロン』企画による川越ツアー
が行われました。夏を思わせる暑い日差しの中、多くの方が
参加しました。集まったのは留学生を中心に17人、国籍も
中国、台湾、韓国、フィリピン、ラオス、インドネシア、ソ
ロモン諸島、イギリスとさまざまです。これにKIFAのボラ
ンティアを含めた22人で川越へと出発しました。
　本川越駅付近の地域は昔の建物がそのままに保存され、か
つての小江戸と呼ばれた時代を思い起こさせる景観を留めて
いました。瓦葺きの日本家屋、土蔵、また西洋風の近代建築
など多種多様です。そして道々には特産品であるサツマイモ
を使った食べ物屋が集まっています。特に「菓子屋横丁」と呼
ばれる場所は、文字どおり色々なお菓子が揃っています。麩
菓子、飴、芋けんぴ等、種類も豊富で、朝からお腹が膨らみ
そうでした。

　正午には、川越のランドマークでもある「時の鐘」に集合し、
音色を楽しみました。この木造の建物は、見晴らし台のよう
に高く、その鐘の音は遠く川越一帯まで響き渡るものです。皆、
カメラを上に構え、鐘が突かれる瞬間を写真に収めていました。
各々が自由に昼食を取った後、最後の目的地である川越大師
喜多院に向かいました。このお寺は巨大な本堂を中心に、江
戸城から移築された客殿や書院が揃った広大な寺社です。庭
もきれいに手入れされ、美しさに目をひかれました。また
五百羅漢は様々な姿の像があり、その姿を眺めるだけでも一
興でした。
　道中は参加者同士で話が弾み、「休日には浅草や河口湖に
行っているよ。」という声も聞かれました。日本の歴史、文化
そして食に触れる良い体験となった一日でした。

● ハンガリー便り

● こだいらこども日本語教室

● 外国人のための妊娠・出産制度説明会　ほか

川越ツアー 6月6日（土）
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ハンガリーからKIFAのみなさんへ� 島田陽子
　夫の転勤でブダペストに来て半年以上が経ちました。皆さん
お変わりないでしょうか。言葉が出来ず苦労することが多いで
すが、周囲の方に助けていただいてなんとか暮らしています。
　ドナウの真珠と呼ばれるブダペストはブダ側の王宮、ペスト
側の歴史地区が世界遺産となっていて、観光シーズンの今は多
くの人が訪れています。貴腐ワインのトカイ・アスー、色鮮や
かなカロチャ刺繍、料理ではパプリカ粉を使ったグヤーシュと
いう牛肉のスープが有名です。
　暮らしはというと、農業が盛んで新鮮な野菜や果物、肉や乳
製品などが安く手に入りますし、大型ショッピングモールや日
本食材店などもあり便利です。路面電車や地下鉄などの交通

機関が充実していて治安が
良く、一人でも出歩けます。
私の住むブダ側は緑の多い
住宅地なので、ウォーキン
グをしながら季節の花を見
て楽しんでいます。
　日本との違いを感じるの
は近隣諸国と行き来しやす
いことで（シェンゲン圏で
は出入国審査が不要）、車
で気軽に旅行に行けます。

ただこちらの若者は職を
求めてドイツなどに行っ
てしまうとのことで、良いことばかりではないようです。
　ハンガリー人は大柄な人も小柄な人もいて、どんな人が典型
的なのか判りません。ハンガリー人自身によるとまじめで恥ず
かしがり屋だそうで、わりと日本人に似ていると思います。おしゃ
べりが好きらしく、バスや電車の中でも電話していますし、スー
パーのレジで長々と話す人までいて、何をそんなに話している
のか不思議です。
　日本語を学ぶ人が多いのには驚きました。高校生・大学生だ
けでなく社会人も、会話サークルや国際交流基金日本文化セン
ターの日本語講座で学んでいるそうです。講座の発表会におじゃ
ましましたが、ハンガリーの食や発明について各自準備したと
いう発表はとても上手で、こちらも勉強になりました。終了後
はお礼状まで頂き、その熱意に頭の下がる思いです。センター
で毎月行われる会話交流会は、アニメや漫画、音楽や映画な
どが話題に上って楽しいです。
　今、積極的に交流会やボランティアに参加できるのも、
KIFAでたくさんの方に出会い、異文化の楽しさを教えてもらっ
たおかげです。つらい時もありますが、交流を通してハンガリー
を楽しむ気持ちを持ち続けたいと思います。日本に帰国したら、
是非またKIFAの講座やボランティアなどに参加できたらと思っ
ています。

●ハンガリー（外務省HPより）
面積：約93,000㎢（日本の約4分の1）
人口：約990万人
首都：ブダペスト
民族： ハンガリー人（86%）、ロマ人（3.2%）、 

ドイツ人（1.9%）他
言語：ハンガリー語
宗教：カトリック約39％、カルヴァン派約12％

ハンガリー
ブダペスト

　「小平国際学生宿舎寮生・地域交流実行委員会」主催による
“商店街ツアー”は、春・秋合わせて今回で6回目となりました。
梅雨の晴れ間の中、出身国は中国、韓国、台湾、インドネシア、
ベトナム、バングラデシュの20名の留学生が参加しました。ボ
ランティア引率者によるツアー要領説明のあと、2班に分かれ
て各々のルートへ出発です。
　酒店での小平特産“ブルーベリーワイン”、豆腐店で出来たて
の豆腐、そしてお団子にいなり寿司、手作りパンやせんべいに
焼き菓子など、まさに食べ歩きツアーでした。「毎日の食事は
どうしていますか？」の問いに、バングラデシュの学生は、「私
はイスラム教なので学校からの帰路、新大久保のハラール・フー

ド店で食料品を買い、寮で調理することもあります。」とのこと。
まさに多文化共生を実感するお話でした。
　ツアーの後は来賓や学園西町会の方々をお迎えしての歓迎
交流会です。ボランティアの方々による数々の日本料理に舌つ
づみを打ちながら、和気あいあいと楽しい時間が流れました。
最後は一橋大学の留
学生で中国・北京出
身の崔さんによる流
暢な日本語でのお礼
のスピーチでした。
早く日本の生活に慣
れ勉学に専念出来る
よう、今後共KIFA
はサポートします。

ハンガリー便り
　機関紙やフェスティバルなどで、長年ボランティア活
動をされていた島田さん（写真左側）からのおたよりです。

留学生事情トークセッション　6 月 20 日

倉重豆腐店にて

商店街ツアーの歓迎交流会にて　6 月 13 日

商店街ツアー　6月13日（土）

KIFA
写真館
KIFA
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　毎年恒例のこどもクラブが開催され、小学3～6年生18人が
参加しました。はじめの50分はジャマイカ出身のニコル先生
による英会話のレッスン。地図や絵によるジャマイカの紹介から、
簡単な自己紹介の練習があり、すべて英語で行われました。最
初はもじもじしていた子供たちも最後には全員自己紹介ができ
るようになり、ボランティアの大人たちもびっくりでした。
　次は異文化理解講座。台湾の留学生3人が、最初にパワー
ポイントを使って台湾の紹介をしました。「ニーハオ」など中国
語の簡単なあいさつをいくつか教えてもらうと、子どもたちは
ノートをとるのに忙しく、発音を何回も繰り返して覚えようと
していました。台湾の地理的な位置、飛行機で何時間かかるか、
時差は？などの問いかけもあり、正解できるとお菓子がプレゼ
ントされました。子どもたちのうれしそうな表情が印象的でした。
　続いて台湾の有名なタロコなどの観光地、マンゴーのカキ氷、
タピオカミルクティーなどの紹介がありました。

　外国にルーツがある子どもたちに学習支援をする国の事業「虹
の架け橋教室」が今年2月に打ち切りになり、国は支援を地方
自治体に委ねることになりました。そのため、NPOや自治体が
運営する教室が、資金難により閉鎖されたり、無料から有料に
なったというニュースが報道されました。今や日本語の支援を
必要とする子どもは全国に3万7,000人おり、年々増え続けて
いるそうです。
　KIFAでは昨年秋から、「こども日本語教室」立ち上げに向け
てボランティアでチームを作り、他市の子ども日本語教室など
の視察や企画会議を重ねてきました。2～3月にはお試し教室
を実施し、4月から正式にスタートしたばかりです。今は口コ
ミで約10名の子どもが通っていますが、今後市内の小中学校
に呼びかけ、規模を広げていく予定です。
　教室は毎週水曜日の16：10から始まりますが、10分前には
スタッフとボランティアのミーティングが行われます。基本的
にはマンツーマン指導なので、担当する生徒の確認をはじめ、
ボディタッチは避けるようにとの注意もありました。児童一人
ひとりに個人カードが作られており、入会時の面談で記入した「聞
き取り表」と、毎回の指導内容を記録する「個人指導表」が合わ
さっています。「聞き取り表」には、子どもの学齢や出身地、日
本での滞在期間だけではなく、両親の話す言語や母語の習得
状況・指導方針や今後の目標なども記されています。
　時間になると子どもたちが次々と入って来て、出席簿にチェッ

取材日：5月13日（水）

　後半はゲームタイムです。3班に分かれひとりずつ、「タロコ
行け、タロコ行け、タロコ行け」などと観光地名を変えて順番
に言っていくゲームをしました。最初はやり方がわからず理解
するのに苦労しましたが、わかってしまえば簡単。繰り返すう
ちに観光地名を覚えてしまうというものでした。
　その後、日本でいうフルーツバスケットのゲーム。全員に地
名を割り当て、鬼がいくつかの地名を挙げ、その地名の人たち
が立ち上がって席を取り合うというもの。調子が出てくると皆
集中して楽しんでいました。同じようなゲームを繰り返し、異
文化理解講座も終了。2時間はあっという間に過ぎてしまいました。
　3人の留学生は、この4月に一橋大学に来たばかりにもかか
わらず日本語の上手なこと、こどもクラブのために時間のない
中、内容を考えて
きてくれたことに
驚かされます。「日
本の子どもは真面
目ですね。」という
感想でした。留学
生たちの将来も楽
しみです。

クし、ボランティアに呼ばれて席に座ります。日本語指導用の
テキストが用意されているのですが、大抵の子は学校の教科書
やドリル、宿題などを持って来ていました。
　ボランティアは、資格、経験不問の10名が交代で行っています。
「教える」のではなく、「一緒に勉強する気持ちの人」として募っ
た人達なので、先生というより、家で一緒に宿題をしている親
御さんのような雰囲気でした。
　ボランティアに教科書をゆっくり読んでもらい、場面の状況
が分っているかの質問に答える男子や、地図を開きながら社会
の地理の説明をしてもらう女子二人は、どちらも中国出身です。
ベトナム出身の男子二人の机では、ボランティアに漢字字典を
引いてもらって、漢字の意味や使い方を勉強していましたが、
時折談笑も聞こえてきました。
　一方、日本に来て間もない一年生の女子は、ひらがなの音が
出るボードで読み方を確認した後、ホワイトボードで字を書く
練習、そして絵本の読み聞かせをしてもらっていました。担当
した方に話を伺うと、そのような子には特に、飽きさせない工
夫をしているとのことでした。
　印象深かったのは、一見すると日本語支援は必要ないように
思われる児童でも、日本の地理や歴史の学習サポートが必要だっ
たり、この教室が彼らにとって居場所としての役割を果たして
いることです。
　終了時間の17：40が近づくと、ボランティアは勉強した内
容を「個人指導表」に書き込み、次回誰が担当しても分かるよう
にしておきます。「今日もよくがんばったね。ではまた、さよう
なら。」と温かく見送られながら、生徒たちは鞄を背負って帰っ
て行きました。

●こだいらこども日本語教室
外国にルーツのある子どもに日本語および学習指導をします。小学校1年生
～中学校3年生までが通えます。教えるのはボランティアです。初回は面談
をしますので、保護者と一緒に来てください。
日時：毎週水曜日　午後4時10分～5時40分
 　※学校の長期休暇中はお休みです。
場所：小平市学園西町地域センター3階
費用：1学期1,000円 問合せ／KIFAまで

こだいらこども日本語教室

国際こどもクラブ
5月9日～7月11日　全10回　取材日：5月9日（土）



編 集 後 記
　夫の駐在先だったアメリカテキサス州から帰国し、小
平市に住んで３年目、ボランティアに参加してはや１年
になります。最近は子供の学校関係だけでなく、幅広い
世代や国籍の方と接する機会が増え、以前よりものの見
方が広がったような気がします。実際に自分の目で見て
感じること、新しい発見ができることが、とてもよい刺
激になっています。（C.H）
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◎こども日本語教室	 毎週水曜日

◎外国人のための幼稚園・保育園説明会	 10月3日（土）

◎小平市日本語発表会	 10月24日（土）

◎市内バスツアー	 11月3日（祝）

◎留学生商店街ツアー	 11月14日（土）

◎国際交流フェスティバル	 11月29日（日）

◎異文化理解講座in	English	 秋　土曜日（予定）

◎外国人のための茶道華道体験	 秋　土曜日（予定）

　平成27年度第1回ボランティア幹事会が開かれました。理
事長の挨拶から始まり、日頃活動しているボランティアの皆さ
んへの感謝の言葉と共に、KIFAで行われる各事業間の連携の
大切さが述べられました。
　続いて、事務局長より今年度の事業と支出予算の説明があり、
幹事会の代表と副代表の選出が行われました。
　毎年恒例となる、国際交流フェスティバルについても話し合
いが行われました。これは、KIFAの事業の中で総合的な力を
必要とする行事です。今年は11月29日に学園西町地域センター
で開催する予定ですが、会場の規模に沿った実施内容につい
て話し合いが持たれました。ここでもボランティア同士の連携
の必要性が確認されました。
　最後に、各グループの幹事がそれぞれの事業を説明したうえ
で、事業全般について意見交換が行われました。KIFAの活動
が十分周知されていないという指摘から、広報活動の重要性に
ついて活発な意見が飛び交いました。

　外国の方が安心して出産することができるよう、生活情報提
供チームのボランティアが中心となり、説明会が開催されました。
中国やベトナム出身の4名が訪れ、産婦人科の医師や健康セン
ターの保健師さんも見学に来てくれました。
　初めに、妊娠～出産～乳児期までの流れの説明がやさしい
日本語で行われました。次に手続きや費用の話に入ると、各自
の状況によって細かい説明が必要になるため、一人ひとり通訳
を通して活発な質疑応答が行われました。「入院助産制度を利
用するなら早めに申し込む」、「言葉の問題はKIFAへ相談する」、
「子育ての手助けなど何か困った時は健康センターへ」など、様々

なアドバイスがありましたが、「心配なことがあれば自分で抱え
込まず何でも聞いてください。」という言葉に、参加者は安心し
た様子でした。
　制度の違いはあっても、
赤ちゃんが無事に生まれ
て健康に育ってほしいと
いう願いは、生まれた国
が違っても同じなのだと
感じた、和やかな雰囲気
の説明会でした。

これからの行事予定

平成 26年度収支決算
（平成26年 4月 1日～平成 27年 3月 31日まで）

○収入の部� （単位：円）
科　目 決算額

賛助会費収入 1,356,000
補助金収入（市補助金） 13,642,000
寄附金収入 88,707
事業収入 7,899,660
雑収入（預金利子等） 3,447
前期繰越収支差額 72,745
収入合計 23,062,559

○支出の部� （単位：円）
科　目 決算額

事業費 7,864,362
国際理解国際親善の普及事業 5,594,093
地域における友好交流事業 602,464
地域や日本文化並びに外国都市や外国文化の紹介事業 203,175
国際交流情報の収集及び地域への情報提供事業 1,216,959
その他協会目的達成事業 247,671
管理費（管理運営費） 13,984,592
支出合計 21,848,954

ボランティア幹事会

外国人のための妊娠・出産制度説明会

　4月18日（土）

4月25日（土）　学園西町地域センター第1集会室
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