
　25回目のフェスティバルが今年は学園西町地域センター
で行われました。当日は暖かな良い天気に恵まれ、会場は所
狭しと多くの来場者で終日にぎわいました。
　例年同様リサイクルバザ―には、開会前に既に40人もの
人が列を作り、整理券はあっという間に配布となりました。
食器や日用品など、予想を超える売り上げとなり、留学生支
援事業に寄付されました。
　今年初めての試みは、中国、韓国、ロシア、ベトナムから
の留学生による“多文化トーク”でした。日本のことわざ“花
より団子”�“八方美人”などを挙げ、各国にそれに似たものが
あるかどうかのトークショーでした。日本語の持つ意味と似
ているものもあれば、大きく異なるものもあり、留学生の説
明に参加者の笑いを誘っていました。
　インターネット回線を利用し、パソコン上から世界中どこ
でも無料通話が出来るSkypeの実演もあり、南太平洋のフィ

ジー共和国や中国の友人らとのビデオ通話を楽しみました。
　茶道の和室では正座が出来ない留学生もおり、差し出され
た和菓子にカメラを向け、貴重な体験を思い出に残している
様子でした。和菓子の味や色と形は大変珍しそうでした。
　例年好評の大学生グループによる南米の伝統音楽フォルク
ローレでは、それぞれの楽器の役割が説明され、より親しみ
を覚え演奏を楽しむことが出来ました。
　やはりフェスティバルの一番人気は、地域センター中庭に
10店以上も並んだ屋台でした。シンガポール、インドネシア、
スリランカ、ベトナム、トルコにエジプト料理など各国特有
の味を楽しむ人でにぎわいました。
　前日の準備から当日のプログラムの運営、そして閉会後の
片づけには大勢のボランティアの活躍が目立ちました。チー
ムワークの大切さを痛感した１日でもあり、更にこのイベン
トが国際交流の場として発展することを願っています。　

● こだいら国際交流フェスティバル

● 大人のための異文化理解講座in ENGLISH

● 着物で茶道体験in平櫛田中彫刻美術館　ほか

こだいら国際交流フェスティバル 11月29日（日）
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写 真 館

こだいら国際交流フェスティバル

かわいい着物でおもてなし

フェイスペインティングは
子どもに大人気

なごやかな雰囲気の中
スカイプで中国と交信中

「多文化トーク」の留学生パネリスト

「世界ことば発見」はネイティブスピーカーと
親ぼくを深める貴重な機会

癒し系の音楽が流れる中
じっくりと台湾茶を味わう参加者たち

世界の民族衣装ファッションショー

インドネシアの
スパイシーな

焼きチキン

会場を盛り上げた
ウズベキスタンの民族舞踊

味の多文化交流
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　第2回目はブラジルです。一橋大学で国際関係を専攻している
ペドロ・ゴンティージョ・アベラルさんが講師を務め、16名の方
が受講しました。ペドロさんは4年前に来日され、気さくで礼儀
正しい長身の男性です。英語の発音もとても聞き取りやすく、ま
た日本語も尊敬語や謙譲語を使い分けられるほど堪能です。講
座では、地図や国旗、様々な写真を見せながら分かりやすい説
明が行われ、受講者から日本とブラジルの文化の違いについて
の質問も多く、賑やかなものとなりました。
　ブラジルは、19世紀にポルトガルから独立し、共和国となりま
した。公用語はポルトガル語です。人種はヨーロッパ系、アフリカ系、
少数の先住民や東洋系など多様ですが、次第に混血が進んでい
きました。政治的機能のある首都はブラジリアですが、経済の中
心はリオデジャネイロやサンパウロといった海岸部です。この地
域はラテンの明るい雰囲気が溢れています。一方で郊外や田舎
の方は、意外と保守的でゆったりとした時間が流れているそうです。

ブラジルの気候は、年間を通じてずっと

　今回、初の試みとなる『大人のための異文化理解講座』が、学園西
町地域センターにて行われました。これは、従来小学生向けに行われ
ていた『国際こどもクラブ』を大人向けに改めた3回連続講座で、3つ
の国を英語で紹介する企画です。それぞれ一時間、パソコン等を使っ
て、講師が国の紹介を行います。
　この日はインドの紹介で、東京農工大の博士課程でデング熱の研究
をしているマンジリ・ラビンドゥラ・クルカルニさんが担当しました。また、
マンジリさんのインド人の友人である男性一人、女性一人が、民族衣
装を着て参加され、華やかでした。受講生は20名を数えました。
　インドという国は、マンジリさんも言われていましたが、とても多様
性に溢れた国です。地域、州、言語、文化、宗教と、それぞれに違い
があり、一つにまとめるには困難です。特に言語は、公用語は英語と
ヒンディー語となっていますが、全地域を合わせると千を超えるとも
言われており、また文字までも違うというのですから大変です。今回
は地域を、北、中央、東、西、南と五つに分けて、それぞれの風景を

パソコンで映写しながら話が進められました。
　特に印象に残ったのは、インド各地で行

暑い地域や、南部の雪が多く寒い地域など、国土が広大なため
様々です。食生活については、米、豆、豚肉などがよく食べられ、
味付けは基本的に塩味でスパイシーです。甘い味付けの豆はな
いため、日本の小豆を食べた時は驚いたそうです。
　ペドロさんはブラジルの音楽大学へ通っていたこともあり、講
座の中でウクレレを弾きながらボサノバを披露してくれました。
ボサノバとは、アフリカ系住民から生まれたサンバがジャズ化し
たもので、ウクレレとよく似たカヴァキーニョという小さなギターは、
カーニバルでも使われ有名だそうです。また、スポーツではサッカー
が圧倒的に盛んですが、バドミントンの羽を長くしたものを手で
打ち合うという、先住民から伝わったユニークなものもあります。
　小さな頃から日本に来るのが夢だったというペドロさん。その
理由を聞くと、ブラジルには多くの日系人が住み、テレビで日本
の街並みや文化が紹介されることも多く、憧れを抱くようになっ
たとのこと。とりわけ漫画が大好きで、「いつか日本語で読める
ようになりたい！」という想いが、日本語を学ぶ大きなモチベーショ
ンになりました。
　日本に興味をもってもらえるのはうれしいことですし、私たち
も世界の国々に目を向けること
で、新たな発見や理解が生ま
れればいいなと思います。講
座の最後はポルトガル語で、「オ
ブリガード（ありがとう）」、「チャ
オ（さようなら）」と皆で挨拶をし、
拍手で幕を閉じました。

われている祭りの光景でした。中でも、ディ
ワリと呼ばれる光の祭り、またホリと呼ば
れる色の祭りは、その光の鮮やかさ、目も
彩なる色の豊かさが、インドの文化の深さ
をたたえているようで、参加者の心に訴え
かけました。
　そして、結婚式に向けての準備の様子
が写真で紹介されました。独特の風習に関
心を抱いたのか、その後の質疑応答で、様々
な質問が投げかけられました。結婚式当日
になって初めて相手と対面出来る風習も残っているそうで、興味深
く感じました。これはインドの上流階級に残る風習のようでした。
　講座の後は、インドの紅茶であるアッサム茶が受講生全員に振る
舞われました。その茶葉の匂いの風合い、味の甘さが、鼻と舌に優
しく、官能的な程で、しばしウットリと味わっていました。
　今回、受講した方々にお話を聞くと、イギリスやアメリカとは違う
英語が聞ける、インドの文化に触れられる、またどんな風に日本に
興味を持っているか聞きたいといった答えが返ってきました。皆さ
んそれぞれに関心を持っていることが、非常に興味深かったです。
　講師を務めたマンジリさんに話を聞くと、とても楽しかったとのこ
とでした。特に、多くの質問を得られたことから、受講した人達が
インドに深い興味を持って聞いてくれたことに喜びを感じたそうです。
来年3月には博士課程を修了し卒業するので、その後一旦インドへ戻り、
将来は大好きな日本で研究者として働きたいとのことでした。KIFA
に携わる者として嬉しく思いました。

●インド（外務省HPより）
面積：3,287,469㎢
人口：約12億1千万人
首都：ニューデリー
民族：インド・アーリヤ族、ドラビダ族、モンゴロイド族等
言語：連邦公用語はヒンディー語、他に憲法で公認されている州の言語が21
宗教：ヒンドゥー教徒約80％、イスラム教徒約14％、その他6％

●ブラジル連邦共和国（外務省HPより）
面積：8,512,000㎢（日本の22.5倍）
人口：約2億人
首都：ブラジリア
民族： 欧州系（約48％）、アフリカ系（約8％）、東洋系（約1.1％）、

混血（約43％）、先住民（約0.4％）
言語：ポルトガル語
宗教：カトリック約65％、プロテスタント約22％、無宗教8％

インド編　　11月7日（土）

ブラジル編�11月14日（土）

大人のための異文化理解講座 in ENGLISH

マンジリさん（左）と
二人のお友達

インド

ブラジル
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編 集 後 記

　昨年来、スーパーエルニーニョ現象が発生しているとい
うニュースが流れています。日本の冬は暖冬らしいのです
が、３月にはどか雪の恐れありとか。異常気象は世界的に
生じており、その悪影響が少ないことを祈らずにはいられ
ません。異文化理解講座のペドロさんは、日本の四季はす
ばらしく感動したと述べられていました。今年も折々の季
節を愛でられる年でありたいものです。� （Y.Y Ⅱ）
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と感心していました。
　淡いピンク色の茶菓子が配られた時には「わぁ。」と歓声が湧
き、膝においてポーズをとりカメラに収める方が多くいました。�
そして和菓子の後には、小平市茶華道友の会やKIFAの茶道
ボランティアの方のたてたお抹茶が振る舞われ、めいめいが作
法を教わりながら「お手前頂戴致します。」とうやうやしく受け取っ
ていました。参加者は皆、和の甘さも苦さも好きなようでしたが、
「和菓子は（甘いのですが）お茶の前に全部食べないといけない
のですか。」と質問した女性もいました。
　実際にお茶を入れてみたいという参加者には一人ずつ先生
がついて、茶筅で泡を立てる難しさも体験できました。茶道は
こういった作法が繊細でいいのだと、中国の女性は8歳の娘さ
んを連れて来ていました。
　茶室のある田中の邸宅は他の部屋も公開されており、帰りは
床の間など所々で撮影する姿が見られました。オーストリアの
女性は、「日本の着物は四角いシルエットなので、女性の体の
線を強調した西洋のドレスとは全然違うけれども、そこに控え
めな美しさがある。」と、孔雀青の振り袖姿がすっかり気に入っ
た様子でした。

◎餅つき＆新年交流会	 1月9日（土）

◎外国人保護者のための「小学校生活ガイダンス」� 1月30日（土）

◎世界の料理（ウズベキスタン）� 2月3日（水）

◎小平市民駅伝大会� 2月7日（日）

◎「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座

� 2月27日（土）

　しとしとと降る雨の中、平櫛田中彫刻美術館に艶やかな一行
が現れました。小平市主催KIFA主管の『着物で茶道体験』です。
　参加者は午前、午後の部合わせて25名で、出身地は中国、
台湾、韓国、ベトナム、インドネシア、香港、タイ、マレーシ
ア、オーストラリア、ロシア、ドイツ、オーストリアと様々です。
一行は二手に分かれて、半数は茶室へ向かい、残りの半数は
先に美術館をまわります。
　美術館の主な作品に関しては学芸員の方が丁寧に解説して
下さり、参加者は通訳ボランティアを通して、作品への興味を
深めていました。１階はブロンズ像と木彫り像が並べられており、
歌舞伎役者をモデルにした『鏡獅子』には、誰もがその力強い美
しさに見とれている様子でした。
　2階へ上ると、107歳まで書き続けた『書』や、押し花（葉）で
飾られた孫への書簡が展示されていました。『大黒天守像』の小
槌は、金銀が出るのではなく怠け者を叱咤する小槌だと聞いて、
田中の厳しくもユーモアのある人柄が感じられました。
　美術鑑賞が終わり、美しく手入れされた日本庭園を眺めなが

ら茶室へ向かいます。
一同が席に揃うと茶
道の先生から、懐に
入れるように懐紙が
配られました。羽織
袴を来た台湾の男性
は、「着物は袖や懐
に物を入れることが
できて便利ですね。」

　KIFAでは年間、約50もの事業が実施されています。事務局
が運営しているものもありますが、多くはボランティアグループ
が運営・実施しています。登録ボランティアは200人を超え、12
の区分に分かれて活動しています。
　日本語教室の指導ボランティアなど、一部資格が必要なもの
もありますが、ほとんどが資格や経験は不問です。保護者が日
本語を勉強している間に、小さいお子さんのお世話をする「保育
ボランティア」、日本人と外国人の交流イベントを企画する「交流

サロン」、外国人向けに日
本の生活に関する各種ガ
イダンスを主催する「生活
情報提供チーム」、行政か
ら依頼された文書を翻訳
したり、KIFAイベントで
通訳をする「翻訳通訳チーム」など。本誌「国際こだいら」を執筆・
編集しているのも「機関紙グループ」のボランティアです。
　ボランティアとして活動をはじめるのに、難しい決まり事はあ
りません。まずは学園西町地域センターの3階に行って、詳しい
話を聞いてみましょう。活動内容や活動日があなたに合ったボラ
ンティアが見つかるはずです。スタッフ一同、お待ちしています。

これからの行事予定着物で茶道体験
in平櫛田中彫刻美術館

11月8日（日）

ボランティアデビュー
しませんか？

平櫛田中館のけやきの前にて

URL http://www.kifa-tokyo.jp/　　E-mail  info@kifa-tokyo.jp
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