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こだいら国際交流フェスティバル

11月27日
（日）

今年で26回目となるフェスティバルが、学園西町地域セ

その後一階では、陽気な古娘
（小娘？）
による南京玉すだ

ンターで行われました。当日は雨が心配されましたが、昼

れで笑いを誘い、次の
『世界民族衣装紹介』
ではその民族特

頃には日が射し、参加者も徐々にふえてきました。

有の伝統色の華やかさが目を引きました。

屋台の並ぶ中庭にも聞こえてくるのは、
『みんなで歌お

二階や三階では、茶道、華道体験やゆで饅頭、香り高い

う世界の歌』からのものでした。アメリカの『You Are My

台湾茶でゆったりした時間を過ごせました。話好きな方は

Sunshine』で始まり、インドネシア、ベトナム、メキシコの

外国人との『世界ことば発見』や『スカイプ交流プログラム』

方が次々に前に出て、自国の歌自慢となりました。ベトナ

での会話を楽しみ、外国をより身近に感じる交流ができま

ムの『カイ・ボン』というコミカルな歌は、早口言葉のよう

した。

でしたが、シンガーソングライター三ツ矢さんのリードに
より、だんだん口ずさめるようになってきました。みな音

津田塾大学の学生によるフェアトレードの店など、海外
支援に関わる出店も多く見られました。

楽に合わせて体を動かしたり手拍子を打ったりと賑やか

朝早くから会場準備にボランティアが大勢活躍してお

で、最後は日本の
『Ue Wo Muite Arukou（上を向いて歩こ

り、このイベントが国籍や年齢を超え、地域の国際交流の

う）
』
の大合唱で幕を閉じました。

ひとつの場になっているのを改めて感じました。
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初めての生け花に挑戦

古娘による南京玉すだれ

写真館

「はい、出来立てのケバブだよ〜。」

こだいら国際交流フェスティバル
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9月入学のポーランド人と台湾人の留学生達、
「イベントの
お目当ては？」と尋ねたら「茶道と生け花体験です！」との
返事。3人とも日本文化への興味があり、日本語をもっと
上達したい、というのが留学目的だそうです。

KIFA日本語会話教室に通うスリランカ人の女性は、日本
人のご主人と初めての参加。スリランカ料理の模擬店で
は、店の主人とシンハラ語で自己紹介。楽しい会話が弾
み、同胞人との出会いに嬉しさでいっぱいの様子。

『世界ことば発見』
では、言葉を知らなくても外国人と接し
たい、外国がどんな国かを知りたいなどのテーマに基づい
て、ネイティヴと身振りや筆談を交えて活発な会話が行
われていました。

阿佐ヶ谷にあるネパール政府公認のネパール学校と、こだ
いら国際協力プロジェクト(Seed)が中心となって、ネパー
ル地震により倒壊した学校の再建のために、香辛料などを
販売しました。去年1校が再建され、目標ではあと3校再建
したいそうです。
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大人のための異文化理解講座 in ENGLISH
ポルトガル編

快な話し方と
共 に、 銀 河 系、
10 月 8 日 ( 土 )
太 陽 系、 地 球
KIFA では、子どもから大人までを対象にしたさまざまな へ と、 次 々、
イベント、講座が企画されています。この講座は、それらの 美しい映像に
中で魅力的なものの一つで、英語が母語ではない外国人を講 切り替わって
師に迎え、自国を英語で紹介します。
い き ま し た。
好評に終わった昨年度に続き、今年度はポルトガル、バン そ し て、 宇 宙
グラデシュ、ソロモン諸島の 3 ヵ国シリーズの講座が 3 週間 の旅は最終地
にわたって、学園西町地域センターで開催されました。
点ポルトガルに着きました。
取材日はポルトガルで、参加者は 20 名でした。講師は、
次は、映像と共に地理、歴史、宗教、建築、文化、料理、
首都リスボンに次ぐ第 2 の都市ポルトから来た、天文学に情 スポーツ、民族歌謡、観光について、駆け足でしたが分かり
熱を持つリナ・カナスさんです。国立三鷹天文台にある国際 やすく紹介されました。ポルトガル国旗の緑は誠実と希望を、
普及室 IAU(OAO) に勤務しており、一般の方向けに天文学の 赤は血を表し、紋章は天測儀です。1732 年創業の世界最古
教育、普及、広報をする仕事をしています。1 年半前に来日し、 の The Bertrand Bookstore と美しいレロ書店には、ポルト
帰国は 2018 年 3 月の予定です。
ガルの奥深い文化が存在しています。また、アヴェイロはポ
入室すると、神秘的な宇宙がパ ルトガルのベニスと称される水郷都市で、モリセイロという
ソコンから正面スクリーンに映写 ボートでの水路巡りは観光客を魅了しています。運命、宿命
されていました。リナさんの軽 という意味がある民族歌謡ファドを紹介する場面では、国民
的歌手アマリア・ロドリゲスの心に沁みる歌声が室内に流れ
●ポルトガル共和国（外務省 HP より）
・ポルト
ました。
面積：約9万2千㎢（日本の約4分の1）
・リスボン
人口：約1,037万人（2014年，国立統計院）
ポルトガル史における 1415 年から始まった大航海時代の
首都：リスボン市（人口：約55万人）
探検と異なりますが、広大な宇宙からポルトガルへの 1 時間
言語：ポルトガル語
ポルトガル
宗教：カトリック教徒が圧倒的多数
の旅は、好奇心をそそりながら楽しく終了しました。

ホームビジット体験記
寄稿：畑地桂
私たち家族は、
KIFA のホームビ
ジットプログラ
ムでカンボジア
出身のヨハンさ
んをお迎えしま
し た。 一 橋 大 学
院 生 で、 母 国 で
の銀行勤務を休
ヨハンさんは手前の右側です
職し、2 年間留学
している男性です。今回で 2 人目の受け入れですが、私たち
にとってカンボジアは未知の国だったため、失礼な対応をし
ないかと多少不安なまま受け入れを決めました。
事前に KIFA からはヨハンさんのプロフィールを見せてい
ただき、メールで何回かやりとりをしました。おおまかな人
物像をつかみ、宗教上避けるべき食べ物があるかどうか、ま
た我が家には犬とインコ 2 羽がいるため、動物等のアレルギー
の有無を確認しました。そして、5 歳の活発な男の子がチョ
ロチョロするため、予め断りを入れてゲストに心の準備をし
てもらいました。食事上の制約はないことがわかり、前回好
評だったお好み焼きパーティーを開くことにしました。
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3 時間程度の訪問では、
まずお互い自己紹介をし、
和んだところでダイニン
グに移りました。主人が
用意していたお好み焼き
の具材を目の前のホット
プレートで焼き、お好み
焼きについて説明しなが
ら食べました。その後家
族や文化について写真を見せ合いながらお話しして、最後に
記念写真を撮りました。
英語でやりとりするのは大部分私の役目だったのですが、
途中子どもの相手をしたり、離席して他の用事を済ませる
間、主人も身振り手振りで片言の英語で喋りながら交流して
いました。息子も、言葉が理解できなくてもヨハンさんに積
極的に話しかけていました。お気に入りのトムとジェリーの
DVD を見せたところ、ヨハンさんも見たことがあるそうで、
楽しいやりとりが続きました。
今回のホームビジットを通じて、相手の文化を知りたいと
いう好奇心、お互いを尊重し受け入れる気持ちの方が、言葉
のうまい下手より大きいと改めて実感しました。私が
「間違っ
ていたらどうしよう」とためらう傍から、主人と子どもが臆
せず飛び込み、ヨハンさんとの距離が縮まった様子が印象的
でした。このような小さな交流の積み重ねがじわじわと世界
の平和に繋がったらいいなと思うひと時でした。
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着物で日本文化体験ツアー

これからの行事予定

10 月 30 日
（日）

秋が深まる中、
『着物で日本文化体験ツアー』
が開催され、15
の国と地域から32 名の外国人が参加しました。着付けと髪のセッ
トを終えた一行は、平櫛田中彫刻美術館でお茶会に参加しまし

◎餅つき・新年交流会
◎外国人対象
「小学校生活ガイダンス」

た。お茶の提供と茶道の説明は小平茶華道友の会の方々でした。

◎おもてなし語学ボランティア講座

館内の庭に赤い毛せんと赤い傘の野点がしつらわれ、目にも鮮

◎世界の料理

やかな背景に参加者の振り袖姿が映え、異次元の美しさでし

1月14日
（土）
2 月4日
（土）
2 月25日
（土）
3 月2日
（木）

た。最初に姫菊の形をした和菓子をいただき、一人ひとりに抹
茶が配られました。
「とてもおいしかった」との感想があり、苦

ており、参加者にはわかりやす

みは気にならなかったようです。参加者から「いつもこういう

かったようです。真剣に取り組

お茶会をやるのですか」
という質問に、
「春はぼたんの花の咲く頃、 む人、お琴をぜひ習いたいとい
秋は紅葉の時期の２回です」
と答えがありました。

う人、参加者同士でおしゃべり

お茶会の後は学園西町地域センターに戻り、お琴の演奏体

に興じる人などさまざまでした

験となりました。六箏

が、皆さんとても楽しそうでした。

の お 琴 が 並 び、 小 平

最後に代表６人が
「さくら」
の合奏をし、拍手喝さいでした。

市三曲協会のメンバー
から指導を受けました。

この体験ツアーはとても人気があり、今回は２班に分かれて
の開催でした。別の１班は、お茶会の後、小平ふるさと村に行っ

一人ひとり順番に「さく

てお琴の演奏を聞くという内容でした。演奏したのは小平第六

ら」の楽譜を見ながら練

中学校筝曲部のみなさんでした。

習しました。お琴の楽
譜には音記号が記され

着物を着て、お茶とお琴の日本文化体験をした参加者は、秋
の充実した一日を過ごしたのではないでしょうか。

外国人対象
「幼稚園・保育園の入園に関する説明会」10月1日（土）学園西町地域センター
生活情報提供チームのボランティアによる外国人対象の
『幼

として、インドネシアと

稚園・保育園入園に関する説明会』が開かれました。今年で 4

ブータンの 方から、幼

回目となる本会の目的は、外国人が学齢前の子どもを入園さ

稚園入園の面接、教育

せる場合、園を選択する際のヒントを提供することです。

方針、お弁当作り、困っ

小平市では保育園の待機児童は 180 人位おり、入園できる

たことなどが紹介され

ように対策をたてる必要があります。冒頭に、入園の選考の際、 ました。グッズ紹介では、
外国人ゆえの差別はないことが話されました。

実際に幼稚園や保育園

英訳付きの豊富な資料やスライドを見ながら、幼稚園、保

で使われている制服や

育園、認定こども園の違いが説明され、費用や保育時間など

バッグなどを見せてもら

に大きな違いがあることがわかりました。申し込み手続きは、

い、可愛いらしさに思わず顔がほころびました。質問タイム

日程を市や園に問い合わせ、 では、
「１日だけの預かり保育」
「現在妻が無職の場合の保育園
書類の準備などが必要です。 申し込みの可否」などがあり、説明会に立ち会っていた市保育
フローチャートで園の選
択について、シミュレー
ションを行いました。

昨年も駆け抜けるように一年が過ぎていきました。熊
本地震、オリンピック、アメリカ大統領選など遠く離れ
た場所で起きていることが自分たちの生活に影響してい
るんだなと感じる年でもありました。今年も機関紙チー
ムの一員として、小平で展開される国際交流を地域にそ
して全国、世界に広がるよう発信できたらと思います。
（K.H）

URL http://www.kifa-tokyo.jp/
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終了後は、個別の話し合いがあちこちでみられました。外
国人の立場に立った、懇切丁寧な最新の情報が提供され、主

先輩ママさんの体験談

編 集 後 記

課職員から回答がありました。

催者、参加者ともに熱意が感じられる説明会でした。
発行日

平成29年1月1日
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