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● こだいら国際交流フェスティバル 2014
● インタビュー : キルギス共和国
● 中国語入門 ほか

国際交流フェスティバル
24 回目のフェスティバルが福祉会館・市民ひろばで行わ
れました。今年は開催日が秋から夏へと戻り、市民ひろばに
も模擬店のテントが多数並んで、梅雨明け間際の夏晴れの下、
多くの人でにぎわいました。
今年の注目は、5 階で展示されたキルギス展です。現地の
写真パネル、工芸品等が飾られ、またお茶文化の体験会も開
かれました。当日は、キルギス共和国のメディアも来場。ホー
ルを使っての言語・文化紹介も行われ、民族衣装ファッショ
ンショーにも出場し、国際交流の名にふさわしい内容となり
ました。ホールでは他に居合道や太極拳、そして外国人も参
加しての日本舞踊体験が行われました。

7月20日（日） 福祉会館・市民ひろば
他の会場では例年人気の茶道や生け花、留学生支援バザー
やフェアトレード、フェイスペインティング、台湾茶、行政
書士の無料相談コーナーに加え、新たな企画となる世界こと
ば発見、フェアトレード映画上映、ZUMBA ワークショップ
と多彩です。中でも世界ことば発見は、12 ケ国の人と会話
が出来るまたとない機会。多くの人が集まり、笑い声が飛び
交いました。
そして今年も南米の伝統音楽フォルクローレの演奏があり、
異国の風を吹かせてくれました。音楽、体験、各国屋台で舌
つづみ。今年のテーマ「あつまろう！多文化の広場に」
にふさ
わしいフェスティバルとなりました。

写真館

ベトナム人留学生による屋台

日本舞踊紹介体験

こだいら国際交流フェスティバル

留学生支援リサイクルバザー

居合道

関東学生フォルクローレ交流会

学生フェアトレード団体

世界ことば発見

台湾茶無料体験

ZUMBA ワークショップ

生け花体験

民族舞踊と民族衣装ファッションショー

インタビュー

“キルギス共和国”
一橋大学の留学生、ジュマバイ・K・ヌルカマルさんにお
●人々の楽しみは何ですか？
話を聞きました。ジュマバイさんはフェスティバルや国際こ
8 月 31 日 の 独 立 記 念 日 は、
どもクラブでキルギスの紹介をされています。
それぞれの民族衣装を着て広
●日本に来ることになったきっかけは何ですか？
場に出て盛大に祝います。イ
中学生の頃、日本語に触れ音の響きがいいなと思ったこと、 ス ラ ム 教 の ク ル バ ン ア イ ト
サムライ映画を見て興味を持ったことがきっかけで、ビシケ （犠牲祭）は、牛や羊をさばいてたくさんの客に振る舞います。
ク人文大学で歴史と日本語を学びました。日本には 2003 年
クルバンアイトもロシア正教のイースターも休日です。お互
に北海道教育大学の留学生として 1 年、2008 年には国際交
いの宗教を尊重しているので、それぞれの家を訪問し合って
流基金の海外日本語教師研修で半年ほど住みました。その後
お祝いします。
母国で日本語教師として働きましたが、奨学金を得ることが
●キルギスではどんな食べ物を食べますか？
できたので 2011 年に来日し、現在は一橋大学言語社会研究
パンが主食で麺類も食べます。肉は豚以外食べますが、魚
科の修士 2 年生です。この後は博士課程に進みます。
はほとんど食べません。乳製品もよく食べます。馬の乳を発
●キルギスについて教えてください
酵させたクムスという酸っぱい飲み物があります。ベシバル
中央アジアにあり高山がそびえる山岳地帯ですが、水が豊富
マク（5 本の指）という料理は、ゆでた肉とうどんのような麺
で草原や森もある自然豊かな国です。かつてシルクロードが通っ
を指で食べるもので、男性が肉の塊を煮ている間に女性が麺
ていました。８０の民族がいる多民族国家で、人々の顔立ちは
を打ち、協力し合って作ります。
東アジアから西洋、ペル
●日本の生活はいかがですか？
ロシア
シャ人風と様々です。
私はイスラム教徒ですが、最近はハラルフードがインター
キルギス人は馬に乗り
ネットで手に入るようになり便利です。飲食店でイスラム食
カザフスタン
テントで暮らす遊牧民で
の対応はできないと断られたことがありますが、嘘を言われ
ビシュケク
したが、今は日本と変わ
るよりいいです。
中国
キルギス
らない生活をしています。
日本の若者は恥ずかしがり屋ですね。キルギス人は多民族
ただ、今でも人々はテン
に慣れているので、外国人にも壁を作らず社交的です。日本
トを夏のあずまやとして
の若者も留学などして、いろいろな国の人たちと出会ってみ
●キルギス共和国（外務省HPより）
使ったり、子供の結婚に
るといいと思いますよ。
面積：198,500㎢（日本の約2分の1）
人口：約550万人、首都：ビシュケク
手作りのフェルト絨毯を
民族：キルギス系（73％）
、ウズベク系（14.5％）
、
ロシア系（6％）
、他
贈ったりと、伝統文化を
多民族の国だからこそ、自分の伝統文化を大切にしていると
言語：キルギス語（国語）ロシア語（公用語）
宗教：イスラム教スンニ派（75％）
、ロシア正教（20％）
、
大切にしています。
いうジュマバイさん。ありがとうございました。
その他（5％）

炊き出し試食会＆
防災クイズ大会

アルファ米を待つ間、小平市防災安全課の担当者から、防
災に関してお話がありました。昔は「地震だ、火を消せ！」
と
言われていたけれども、現在は自動的に火が消えるようになっ
ているため、まずは自分の身の安全をはかるのが大切ですと
6月21日（土）
のこと。また小平市の防災マップを参照しながら、非常持ち
出し袋に入れる物について確認しました。
KIFA 災害時対応チームが主体となって、外国人対象の炊
試食の後は防災クイズです。○×形式で「災害時はビーチ
き出し試食会＆防災クイズ大会が開催されました。まずは調
サンダルを履くのがよいか」
「台風の時は地下に避難するのが
理室でけんちん汁の準備。50 人分の材料を参加者が手分け
よいか」といっ
をして切り、大きな鍋に入れて煮込みました。
た質問に、大人
日本語教室の生徒さんも授業が終わって続々と集まり、ア
も子供も一生懸
ルファ米の五目御飯作りが始まりました。アルファ米はお米
命考え話し合い
を炊き上げた後、アルファ化し乾燥させた、一見カリカリの
固いお米です。段ボール箱のアルファ米に具材を混ぜたあと、 ながら、活発な
ひとときとなり
お湯を入れて 20 分待つだけ。参加した子供たちから「おかわ
ました。
りしたいくらい美味しい」とか「やわらかい」という声が聞こ
えました。一緒にけんちん汁と乾パンも試食しました。

商店街ツアー  6月7日（土）

これからの行事予定

この春小平国際学生宿舎に入寮した学生達の歓迎と、地域

◎台湾茶入門

との交流を目的に、四回目のツアーが行われました。

9 月～11月
（全 7 回）

◎中国語入門
（後期）

前日からの大雨の中、中国、韓国、台湾、タイ、オースト

9 月～12 月

ラリア、ドイツ、イラン、フィリピン、フィンランド、ハ

◎市民スポーツまつり

10 月12日
（日）

ンガリー、イギリス、日本の総勢 28 名が参加。3 班に分かれ、

◎市民まつりパレード

10 月19日
（日）

一橋学園駅周辺の商店街へ出発しました。前回同様、事前に

◎小平市日本語発表会

11月1日
（土）

◎小平市内ツアー

11月3日
（祝）

◎留学生商店街ツアー

11月8日
（土）

◎外国人のための華道入門

11月8日
（土）

お願いしたお店に立ち寄る試食ツアーとなり、豆腐店では出
来たての豆腐を味わうな
ど貴重な体験ができました。
ツアー後は歓迎パー
ティーが行われ、小林正則
市長らの挨拶の後、市民と
の交流の輪が広がりました。

◎世界の料理
（ペルー）

11月21日
（金）

◎外国人のための茶道入門

11月22日
（土）

◎国際交流芸術展

12 月2日
（火）
～ 7日
（日）

◎国際こどもクラブ
（後期）

中国語入門
（前期）

1月～ 3 月
（土）
（全 8 回）

4月4日～7月25日
（全16回）

今年は４月から中国語入門が開講されました。講師は、嘉

ホームビジットホストファミリー交流会

悦大学教授の馮雪梅（ひょう せつばい）先生。世界最大の母
語話者人口を抱える中国語に、17 名の方が上達を目指し取

5月17日
（土）

り組んでいます。中国語は発音が難しいというイメージがあ
りますが、先生は初歩から丁寧に教

今回初の交流会を行いました。ホームビジット受け入れ経験者 5 人、

えてくださり、受講生の皆さんも先

興味のある方 4 人、ゲスト希望の中国人留学生 1 人の参加です。経験談

生のきれいな発音に追い付こうと頑

や質問、要望などが飛び交い、楽しい会となりました。ゲストとの交

張っています。

流がその後も続いている方、日本との風習の違いに気付かされた方な
ど興味深い話がありました。中でも留学生の「気を使わないで、ありの

講座は後期も開催されますので、

ままの日本の生活を見せて欲しい」という言葉が印象的でした。

関心のある方は参加してみませんか。

平成25年度収支決算（平成25年4月1日～平成26年3月31日まで）
科

目

賛助会費収入
補助金収入（市補助金）

決 算 額
1,324,000
45,800

積立金繰入

1,400,000

事業収入

7,447,646

前期繰越収支差額
収 入 合 計

66,471
194,313
24,104,230

業

目

決 算 額

費

9,131,054

国際理解国際親善の普及事業

13,626,000

寄附金収入

雑収入（預金利子等）

科
事

5,975,876

地域における友好交流事業

767,363

地域や日本文化並びに外国都市や外国文化の紹介事業

353,074

国際交流情報の収集及び地域への情報提供事業

1,705,742

その他協会目的達成事業
管

理

328,999

費（管理運営費）

13,913,275

補助金返還金支出

編 集 後 記
今年も暑い夏が通り過ぎ、KIFA の事業は後半を迎え
ようとしています。外国の文化を体験し知ることも大切
ですが、色々な事業を通して、海外から見た日本を知る
こともできます。そしてグローバルな視野は生活を豊か
にしてくれます。さわやかな秋の季節とともに、活動の
幅を広げてみませんか。KIFA はボランティアの皆様の
参加をいつでもお待ちしています。
（YYⅡ）

URL http://www.kifa-tokyo.jp/

987,156
支 出 合 計

24,031,485
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