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世界の料理「ウズベキスタン」
吹く風はまだまだ冷たく、春を迎えるには名ばかりの節分
の日に、ウズベキスタン料理の講習会が中央公民館で開催さ
れました。
受講生 10 名、料理グループのボランティア 6 名の参加で
した。講師は首都タシケント市出身、生け花が大好きな女子
留学生アブドラヒモヴァ・ディヨラさんです。
受講生の中には、開始前から中央アジア地域の地図を広げ
て、ウズベキスタンの様々な情報が飛び交うお喋りで盛り上
がっている方もいました。
まず、ディヨラさんの作り方デモンストレーションを見た
後、それぞれグループに分かれてキッチンテーブルに着き、
役割分担と手順をお互い確認しながら和気あい合いと作業を
進めていました。
今回作る料理は 3 品。お米が入ったトマトベースの“スープ・
マスタワー”は牛肉、タマネギ、ピーマン、人参、ジャガイ
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2月3日
（水）

モを煮込み、塩で味付けしたもの。“オリブエー”
という料理
はポテトサラダと似ています。そして“ピューレー”
は、マッ
シュしたジャガイモを牛乳、バターと生卵で滑らかになるよ
うに混ぜたもの。3 品は全てジャガイモを使用。トマトベー
スで煮込んだもの、マヨネーズで和えたもの、舌触りのいい
とろみ状にしたもの。どれもジャガイモの美味しさがいかさ
れた料理でした。ウズベキスタン料理はロシアと中東料理の
影響を受けているとのことです。
ジャガイモをゆでる鍋から湯気がキッチン回りに立ち込め、
開始から 2 時間経った頃盛り付けを終え、別室のテーブルに
美味しそうなお皿が並びました。味付けは日本人にとっては、
どこか馴染みのあるもので「食べやすいですね」
「家で作って
みたい」と楽しい会話が弾みました。
料理を通してウズベキスタンを身近に感じ、心身共に温め
られた午後のひと時となりました。
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ママカフェ

なので働きたいが、仕事をどう探して良いか分からない。また、
2 月 27 日（土）

働く場所も少ない」という相談がありました。それに対し、日
本人ママは「インターネットで調べると沢山出てくるかもしれな
い」
「ボランティアだけれど、中学校で放課後に英語を教える活

市民グループ「多文化ママカフェ」とKIFA 共催の活動が月に
1回、土曜日の午後、学園西町地域センター2 階の和室で開か

動がある」
など、親身にアドバイスをしていました。
日本人ママは「小さい時から子どもに外国語を触れさせたい」

れています。国籍を問わずお子さん連れで、お菓子と飲み物を

とのことで参加したそうです。一方他のママは、自身に海外経

囲みながら、自由に話し合い交流する場です。

験もあり、ご主人も外国人のため、外国や英語に関することに

当日の参加者は 4 組で、乳幼児から小学生の子ども連れでした。 ずっと興味があるため参加していると語っていました。
日本人ママ、バングラデシュ出身のママ、国際結婚の日本人マ

「ママカフェ」という場は、外国人ママと日本人ママ、そして

マたちです。日本語と英語を交え話が進み、バングラデシュの

日本人ママ同士の出会い・交流・情報交換の場として上手く

ママは、母国の手作りのお菓子を持参してくれました。形がク

機能している様子が見られました。ママカフェは、外国語がで

レープや生八つ橋に似ていて、
「おいしい」と皆さんから好評で

きなくても参加できます。興味があるママの皆さん、そしてご

した。また、子ども達がマジックを披露するといった場面もあり、 家 族 の
とても和やかな雰囲気でした。後半は、子ども同士が打ち解け
て、広い和室の中を元気一杯に駆け回っていました。

皆 さ ん、
「ママカ

日本人ママの間では、子ども達の教育の中で、特に英語教

フ ェ」一

育に関する話題が多かったです。例えば、幼稚園入園前のプレ

同ご参加

スクールでの英語教育や、公立小学校・中学校の英語教育の

をお待ち

ことなどを熱心に話していました。これまで学校教育の中で
「使

していま

う英語」が重視されてこなかったので、時代の変化・グローバ

す。

ル化を改めて感じる新鮮な内容でした。
一方、バングラデシュのママからは、
「毎日家にいると退屈

旅館澤の屋が、外国人向けの旅館として人気がある様子が紹

外国人おもてなし
語学ボランティア
養成講座 2 月 27 日（土）

介されました。和室 12 部屋のこの旅館に泊まる外国人客には、
日本のライフスタイルがそのまま体験できることが大変好評と
のことでした。ご主人のおもてなしの精神が、
「歓迎している
かどうかは言葉より態度で通じる。迎える心を持つこと」との
声からしみじみと伝わってきました。

東京都主催の
「外国人おもてなし語学ボランティア養成講座」
が、

この講座は外国人とのコミュニケーションに関する3 つの基

小平市とKIFA 協力のもと小平市中央公民館で開催されました。 礎知識、①コミュニケーション力を磨く②知識や情報を駆使し
定員 60 名に対して応募者が殺到し、案内を出した翌日には
締め切りとなったこの講座、語学ボランティアに対する市民の
関心の高さが伺われます。

て問題解決する方法を学ぶ③ボランティア・スピリッツについ
て学ぶという内容で、語学学校講師により行われました。
日本文化やマナーの伝え方では、2 人一組のロールプレイが

「外国人おもてなし語学ボランティアとは、日常生活の中で

行われました。神社で外国人観光客が手の清め方を、
“How do

自主的に活動するボランティアです。街中で困っている外国人

「ひしゃくに水
I wash my hands? ”と尋ね、ボランティア役は、

に簡単な外国語で積極的に声をかけ、道案内等の手助けをし

をとる。ひしゃくを右手にとり、左手を洗う・・・・」などと英

ていただくもので、2020 年の東京オリンピック大会期間中に競

話で伝えるものです。自らが日本文化をしっかり把握していな

技会場で活動するボランティアとは異なります」
という説明がオー

いと、正しく伝わらないことを教えられました。

プニングで主催者からありました。

外国人から交通手段を尋ねられ目的地のルートがいくつかあ

東京都は 2020 年の外国人旅行者数の長期目標を1,500 万人

る場合、
“This is the easiest way.”
（これは一番簡単な行き方で

とし、2019 年までに外国人への道案内をする語学ボランティア

す）
と述べてから説明すると外国人も安心する、との事例には
「な

を 35,000

るほど」
と感心しました。

人養成す

ジェスチャーは文化によっては意味が異なり、特に失礼にあ

る計画に

たるものや侮辱的な意味になる例を学びましたが、ふだんから

向かって

気をつけねばと気付かされました。

進んでい

3時間半の養成講座を修了すると、外国人おもてなし語学ボ

るそうです。 ランティア登録証が受講者に手渡されました。
「これを機会に
動画視
聴では上

街中で困っている外国人へ積極的に声かけをしたい」と、参加
者のおもてなしの心を一つにした大変有意義な講座でした。

野谷中の
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外国人インタビュー

逆に、お祭りの後、夜の電車の中
など酔っ払いを見ることがありますが、
日本人は丁寧で礼儀正しいのに、それ
とのギャップを感じます。
●休日の過ごし方など
編
旅行が好きで、留学生向けのバスツ
こう し かん
アーなどを楽しんでいます。埼玉県の
昨年４月に来日し、一橋大学商学部の研究生である侯至観
着物の工場で、型染体験をするイベン
さんに聞きました。
（取材日：2 月13日）
侯至観さん
トに参加しました。日光、軽井沢、伊
●留学先に日本を選んだ理由は？
勢神宮など行ってみたいところはたく
台湾で学生だった時、日本人の留学生は他人への気遣いが
さんあります。先日、京都方面を旅しましたが、琵琶湖を眺め
良いため、どうしたらこういう人が育つのかを知りたいと思い
られる静かな神社が良かったです。人が少ない静かなところが
ました。留学するか働くか迷っていましたが、早稲田大学で聴
好きです。
講した結果、留学を選択しました。子どもの時から日本の文化
アルバイトも時々やっており、アンケート配りやそのデータ
に親しんでいたことも大きいです。
の入力、翻訳などの仕事をしました。仕事を通して日本の企業
●日本に来てからの印象
文化がわかり、電話対応の仕方なども参考になります。
日本人はどんな状況であってもルールを守っていることに驚
●
「しばらくは日本に住みたい！」
かされます。たとえば、隅田川の花火大会が雨で中止になっ
日本は四季があり過ごしやすいです。特に秋の紅葉が美しい。
たことがありましたが、90 万人近い人が警察の指示に従い整
出身地台南は亜熱帯で蒸し暑いです。日本は治安もよく、空気
然と動いていたことにびっくりしました。また、1月の大雪の
時、満員なので次の電車に乗るようアナウンスがありましたが、 もきれいで、環境が良いので、しばらくは日本に住みたいと考
えています。
それに従ってすぐに電車に
１月に大雪が降り、初めて見た雪に感激しました。雪道で歩
乗らない人が多かったです。
くことの大変さ、雪が次第に氷に変わることも初めて知りました。
他の国ではあまり見られな
●今後の勉学と将来について
い光景です。
台湾
４月からは、東大経済学部の大学院生になり、その後博士
●台湾（Taiwan）
（外務省HPより）
面積：36,000㎢（九州よりやや小さい）
課程に進み、研究者になりたいとの思いがあります。できれば、
人口：約2,343万人（2014年12月現在）
台湾と日本の企業活動の提携促進に貢献したいので、台湾に
（台北市 約270万人、
高雄市 約278万人、
新北市 397万人）
あるアジア経済研究所にあこがれを抱いています。

台湾

主要都市：台北、高雄、台南

言語：中国語、台湾語、客家語等
宗教：仏教、道教、キリスト教

日本と台湾との交流で活躍される侯さんの将来が楽しみです。

KIFA 自主サークルの紹介
English Conversation Club

取材日：1月31日
（日）

KIFAの日本語会話教室に通っているアーロンさんと、高校で
英語を教えているヒラリーさんのアメリカ人ご夫妻が、日曜日の午後、
英会話サークルを開いています。
ヒラリーさんを囲む6 人の女性グループは、おしゃべりで盛り
上がっていました。集まるのは月に一度なので、近況報告をする
のが定例です。年末年始の風習や過ごし方についても話しました。
後半は、皆で和紙のかわいい人形を作って楽しみました。
アーロンさんの男女のグループは、子どもの教育や日本人の宗
教観など幅広い話題が多かったです。ネイティブ並みの会話が
飛び交い、また日本文を英訳する場面もあり、皆とても勉強熱心
でした。
このサークルは、アーロンさんが英語を話す機会を提供しなが
ら友達を作りたい、と始めたそうです。KIFAの英会話教室に通っ
ている生徒さんによると、ここ
では気軽に会話を楽しめると言っ
ていました。大切にしているこ
とは“fun!”
（楽しい）であると、お
二人は爽やかな笑顔で話してい
ました。
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小平漢語交流会

取材日：2月26日
（金）

KIFAボランティア主催の自主サークル小平漢語交流会に伺い
ました。この会は、毎月第四金曜日、午後2時から5時まで行わ
れています。この日は日本人が10 名、中国人が3 名の計13 名が
出席していました。
交流会の名の通り、会話の練習を重視しており、テキストなど
は使っていません。出席者それぞれが、その日のテーマに沿って
中国語で5分間のスピーチを行います。今回は、最近読んだ本ま
たは観た映画というテーマでした。
この会では基本的に日本語の使用は禁止です。これはヒアリ
ングを重視しているからです。そして、たくさん聴く、たくさん
話す、たくさん辞書を引くという三原則の下、中国語を使う機会
を設けています。
また、この会は茶菓子を
楽しみながら、リラックスし
た雰囲気の中行われていま
す。初心者の方は聴いてい
るだけでも良いそうです。中
国語に興味のある方は参加
してみてはいかがでしょうか。
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KIFA 保育ボランティア
茶話会 2 月 8 日（月）

これからの行事予定

KIFA の日本語会話教室では、月曜と土曜の午前中に6 か月

◎外国人のための妊娠出産制度説明会

4 月23日
（土）

から小学校 3 年生までの子ども達を預かる保育ボランティアの

◎こども日本語教室

4 月～翌 3 月 水曜日

活動が行われています。学園西町地域センター内にある遊戯室で、

◎イタリア語講座
（入門）

5 月～翌 3 月 月曜日

数人のスタッフが見守る中、子ども達はすべり台や小さな太鼓橋、
ブロック、折り紙、お絵かきなどで遊んでいます。取材当日は、
中国、韓国、ペルーの子ども達が集まっていました。そして授
業の終了後、数年振りとなる茶話会が開かれました。こちらには、
保育ボランティア、日本語指導ボランティア、外国人ママと子

◎国際こどもクラブ

5 月～ 7 月 土曜日

◎災害時ロールプレイ＆炊き出し体験

6 月25日
（土）

◎世界の料理
（タイ料理）

6月
（予定）

◎留学生商店街ツアー

ども達総勢 22 人が集まりました。
茶話会は、お茶とお菓子が振る舞われ、和やかな雰囲気の中、
話し合いが行われました。保育ボランティアの意見として、挨
拶の言葉を子ども達

春・秋

◎都内ツアー

春

◎外国人のための日本文化紹介

未定

の母国語で教えて欲
しいというものがあ
りました。また、お

時間半が限界なので、時間が長くなると大変だという意見もあ

やつに関しては、ア

りました。

レルギーの有無を事

外国人ママたちの子育ての悩みに保育ボランティアが助言を

前に伝えると共に安

する姿も見られました。保育に興味のある方は、是非、参加を

全なおやつを持って

お願いします。資格不問、男性でも大丈夫です！

平成28年度収支予算

平成28年度は次のような事業を行います

（平成28年4月1日～平成29年3月31日まで）

Ⅰ国際理解及び国際親善の普及事業
国際こどもクラブ、日本語会話教室、英会話教室、外国語
会話教室、日本語発表会、こども日本語・学習支援、大人
のための異文化理解講座 in English、多文化共生講座
Ⅱ地域における友好交流事業
国際交流フェスティバル、ホームビジット、スポーツ交流
の促進、交流イベント
Ⅲ地域や日本文化並びに外国都市や外国文化の紹介事業
世界の料理紹介、外国人のための日本文化体験教室、海外
伝統文化の体験教室
Ⅳ国際交流情報の収集及び地域への提供事業
機
 関紙
（年 3 回）
・情報紙
（年 10 回）
の発行、生活情報提供
（各
種説明会）
、ISDAK ポイントカードプロジェクト、こだい
ら MIX、翻訳・通訳事業、災害時外国人支援センター運営
Ⅴその他協会目的達成事業
ボ
 ランティア活動推進、市民まつりパレード参加、新年交
流会、連携事業

編 集 後 記
2月には外国人おもてなしボランティア講座が開かれるなど、地
域単位でも来たる東京オリンピックに向け「国際交流」
「多文化
共生」への動きが活発化していることをひしひしと感じています。
そのような中で KIFA の役割はさらに重要になるでしょう。新年
度が始まり、出会いが増える季節となりました。さらに出会いを
増やしたい方は、KIFA のイベントにどうぞご参加下さい。外国
人やボランティアなど多くの方に出会うことができます。そして、
「国際交流」
「多文化共生」の輪を広げていきましょう。 （M.Y）

URL http://www.kifa-tokyo.jp/
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きて欲しいということでした。他には、子ども達の集中力は 1

○収入の部

（単位：千円）

科

目

科

目

予算額
1,481
13,856
30
1
7,832
450
5
1,500
25,155

賛助会費収入
補助金収入（市補助金ほか）
寄附金収入
積立金繰入
事業収入
事業受託金
雑収入（預金利子等）
前年度繰越金
収入合計

○支出の部

（単位：千円）

事業費
国際理解及び国際親善の普及事業
地域における友好交流事業
地域や日本文化並びに外国都市や外国文化の紹介事業
国際交流情報の収集及び地域への提供事業
その他協会目的達成事業
管理費（管理運営費）
積立金
予備費
支出合計

予算額
10,975
6,660
460
534
2,736
585
13,979
1
200
25,155

発行日

平成28年4月1日

発

行

小平市国際交流協会

編

集

機関紙グループ

〒187-0045
小平市学園西町2−12−22
学園西町地域センタ− 3階
TEL. 042-342-4488
FAX. 042-347-3003

E-mail info@kifa-tokyo.jp
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