
　北風の吹く真っ青な冬空の下、第35回こだいら市民駅伝
大会が開催されました。大会の前々日に雪が降り悪路が心配
されていましたが、沿道以外は雪もほぼ解けて無事開催され
ることとなりました。駅伝は1周3.1キロの距離を走り、4人
でたすきをつなぎます。例年中学生からシニアまで様々なラ
ンナーが集結するのですが、本年度KIFAからは、1チーム
の参加となりました。走者順に、日本語教室ボランティアの
藤吉さんと学習者で中国出身の趙さん、インド出身のシーマ
さん、そして若手ボランティアの小美濃さんです。
　日本に来て6年という趙さんは会社の健康診断で体重を減
らすように言われ、それを日本語教室で話したところ藤吉
さんから駅伝大会に誘われたそうです。12月から走り始め、
忙しい仕事の合間をぬって、時には藤吉さんと共に練習を重
ねた結果、3カ月で約5キロの減量に見事成功しました。
　大会の当日に補欠から急きょ繰り上げで走ることになった
シーマさんは、母国で小学校の教員をしていますが、現在

は東京学芸大学の交換留学生として日本に滞在しています。
KIFAのイベントで駅伝のことを聞いて、エントリーしたそ
うです。なんと、ぶっつけ本番で初めての駅伝に挑戦しました。
来日していたシーマさんのお父さんも応援に駆け付け、大勢
の観客に混じって声援を送っていました。シーマさんはチャ
レンジ精神が旺盛で見事に走りぬき、「疲れたけどいい気持ち」
と晴れ晴れとした表情でした。
　小美濃さんは普段KIFAで開催される日本語会話教室の保
育ボランティアとホームビジットプログラムに参加していま
す。小美濃さんは第四走者として繰り上がりで走ることになっ
たのですが、以前水泳をやっていたということもあり、11
分台で走りぬきました。
　KIFAチームは一丸となって完走することができました。
皆さんレース後は達成感に満ちた表情で、来年は記録更新!
と強い意気込みを語っていらっしゃいました。

● もちつき大会＆新年交流会
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　私が世界の料理講座を初めて知ったのは、2年ほど前に行
われた「ミャンマー料理」の時でした。もともと異国の風に吹
かれるのが好きなので、市報こだいらのKIFAの欄はいつも
チェックしていたのです。
　「どんな感じの教室なんだろう？」と多少不安でしたが、越
してきたばかりで誘う友人もおらず、一人で申し込みました。
珍しい国の料理だから若い人が多いかと思っていましたが、
平日の昼間のせいか参加者は中高年の方が半分、中には男性
もいらっしゃいました。
　そして、行ったこともない土地の料理は「普通の主婦が作
る家庭の味」なだけに、とても食べやすく優しい味だったの

を覚えています。
　その後、イタリア、メ
キシコ、イラン、ペルー
と、「世界の料理講座」に
は毎回参加しています。
イタリア料理では、使用
するオリーブオイルの量
にびっくりしましたし、
メキシコ料理では、とう
もろこしの甘さを引き立
てるトルティーヤに感動

しました。国が違えば野菜の
切り方も違い、それを知るだ
けでも楽しいものです。
　講師の方は様々で、親しみ
やすい気さくな方から、知性
溢れる方、こちらがうっとり
するようなオシャレな方まで
いらっしゃいました。いずれ
も専門家ではないので、教え方は必ずしもプロではありませ
んが、それがかえって人柄を感じさせることもあります。
　試食後のお国紹介では、写真だけでなく民族衣装を持って
来てくれたり、異国の話を聞くのも楽しみの一つです。「日
本に住んで感じることは？」と尋ねると、「家族がそろって夕
食を食べないことにビックリしました」なんて率直な答えが
返ってきて、こちらが考えさせられることもあります。ただ、
みなさんが日本人の親切で礼儀正しいところなども見てくれ
ているのは、とても嬉しいことです。
　『ペルー料理』では、生徒ではなくボランティアとして参加
させて頂きました。そこで改めて感じたことは、この講座が、
とてもおススメだということです。調味料を含め、食材には
日本では手に入りにくいものもあり、講師の方に家から持参
してもらうこともありました。 
　こんなに、本格的で異国の文化に触れられる楽しい料理教
室はなかなかありません。ぜひとも大勢の人に味わい、体験
して欲しいです。そして私は、自分も楽しみながら、もっと
もっと講師の方や生徒さんの力になりたいと思っています。
 橋本ちさ

　留学生を中心とする外国人、ボランティア会員、賛助会員が
一堂に会し交流する新春行事が、学園西町地域センターで行
われました。
　餅つきは、日本学生支援機構（JASSO）の中島財団補助事業
により、小平国際学生宿舎寮生・地域交流実行委員会の主催で、
50名余りの学生が参加しました。
　昨年までは小平国際学生宿舎構内で開かれていましたが、
今年は新年交流会と同じ日に同じ場所での開催となりました。
正午から寮生の希望者と町会や小平青年会議所の方々による、
かまどの設置、薪による火起こしの後、もち米を蒸かす作業に
移りました。もち米の蒸かし具合をベテランのボランティアに
チェックして頂いた後、いよいよ臼に移して餅つきの始まりです。
最初に町会の方に杵の握り方、つき方そして臼へ落すタイミン
グなどを教わり、次々に留学生は本番の餅つきを体験しました。
　返し手役はぬるま湯で手を湿しながら、餅を折り畳むように
臼の中心に集めます。杵を振り上げ臼の餅を目掛けて落す女子
留学生は、杵の重さによろよろしています。それを見守る周囲
の参加者は「センター！センター！」と声をかけ、臼の中心に杵
を落すよう盛んに声援を送っていました。
　つきたての餅は、あんこ、きな粉、大根おろし、のり巻きの
4種類が一皿に盛られ振る舞われました。留学生は甘いあんこ
ときな粉がお気に入りの様子で、「ちょっと大根おろしはねぇ！」、

とにおいを気にする女子留学生もいました。
　餅つきの後は新年交流会が、子どもたちによる数々の生け花
の作品で飾られた集会室で始まり、留学生ら3人の外国人の流
暢な日本語の司会で幕を開けました。
　今年も振袖を着たい外国人を募集したところ大勢の応募があ
り、留学生の女性8名と男性1名が体験をすることになりました。
会場の前方へ出てその晴れ着を着た感想を、それぞれ日本語
と母国語でスピーチして頂きました。「ちょっと苦しい」といっ
た感想もありましたが、生まれて初めての晴れ着に大変嬉しそ
うな様子が会場に伝わって来ました。
　留学生、ご来賓、商店街の方々、会員などの参加者が和や
かに交流をすすめる中、素晴らしい楽器の生演奏がありました。
国立音大留学生でデンマーク出身のマリエ・ソンダースコヴさ
んによる、フルートの生演奏に参加者全員がうっとり聞き入っ
ていました。日本の尺八を想わせるメロディーにアレンジされ
た奏法には、皆が感嘆し拍手喝さいでした。
　宴もたけなわ最後は三三七拍子でお開き、束の間の時間でし
たが外国出身の方々は日本の伝統的な新年の風習に触れ、忘
れがたい、良い思い出となりました。

ペルー出身の村内カリンさん

イタリアの肉だんご“ポルペッテ”

「世界の料理」に参加して

もちつき大会＆新年交流会
　1月17日（土）



　今年度も恒例の芸術展が、ルネこだいら展示室において行
われました。今回は、中国、台湾、韓国、アメリカ、イギリス、
デンマーク、フィンランド、ロシアの方々19人が出品され
ました。出品者は、プロの方から趣味で行われている方、そ
して美大やデザイン学校の学生の皆さんです。絵画や書やポ
スター、また木工やテキスタイル、そして写真やコラージュ
など幅広い作品が展示されました。会場から溢れるばかりの
量と多様さに目を奪われます。
　最終日には出品者による解説が行われました。それぞれが
作品で表現したかったことの説明です。美術には複雑で難解
な表現もあり、作品を見ただけでは何を意味するのか分から
ないものもあります。その手助けとして、作者本人から、な
ぜこの素材を選んだのか、どうしてこのように描こうとした
のかなど話を聞けることで、作品の理解を深めることが出来
ます。多くの方が様々な質問を投げかけて、より作り手との

12月2日～7日　　ルネこだいら　展示室

距離が縮まり、鑑賞の楽しみに一役買っていました。
　また作品解説が終わったら、茶菓子が置かれたテーブルを
囲みリラックスした雰囲気で、出品者と一対一でじっくりと
話を聞くことが出来ました。留学生の方々と話をしましたが、
芸術だけでなく、日本での生活や学校のことなどが聞けて楽
しかったです。鑑賞された方々もそれぞれの感想などを話し
たりして、作品を通じた相互理解と国際交流の場となりました。
　出品者は小平市を中心に近隣の市に在住する方が多かった
ですが、区や他県在住の方も参加しています。多くの人達の
参加と共に、より広く、より深い結びつきが、芸術を通して
芽生えた良い機会となりました。

ご家族で小平国際学生宿舎に居住されている、ブイ・マン・
ホアさん（電気通信大学の大学院生）とウ・チャンさん（子育
てしながら通訳の仕事）にお話を聞きました。（インタビュー
日：1月16日）
●ご主人のブイ・マン・ホアさんに来日の経緯を聞きました。
　ベトナムの大学では電子関係を専門として卒業し、会社に
勤めるため7年前に来日しました。4年勤めましたがもっと
勉強したいと思い、電気通信大学の大学院に入り、現在は博
士課程に進学しています。大学ではスマートフォンのハード
の設計をしており、将来アメリカに行ければと考えています。
●日本でのカルチャーショックは？
　日本の人はお金持ちと思っていましたが、ホームレスの人
がいてびっくりしました。また、メイドインジャパンの製品
は有名ですが、製品の検査が厳しいこともわかりました。勤
めていた時、終業時刻になっても皆帰らず、特に上司が帰ら
ないと帰れませんでした。夜の電車も人がいっぱいで、日本

人は働くことが好きだと
思いました。会社では上
司に従うのが常で、自分
としては上下関係のない、
自由な雰囲気の会社がい
いと思います。
●ベトナムの国について
教えてください。
　料理が好きでよく作り、
友達などと食べます。ベ
トナム料理では、フォー、

春巻、ビーフン、チャー
（豚肉のミニハンバー
グ）、グンチャー（つけ
麺）などがお勧めです。
ベトナムでは調味料と
してナムプラーをよく
使うのが特徴です。
　ベトナムは南北に長い国ですが、中部のビーチにはきれい
なところがあり、自然も見どころの一つです。
　ベトナムでは、お正月にお年玉をもらうのが楽しみで、日
本と違い、年下から年上にあげたり、会社でももらえたりし
ます。額は少ないですが、もらうととてもうれしいです。
●奥様のウ・チャンさんは通訳の仕事をしているそうですね。
　5年前日本に来て、1年日本語を勉強しました。近くに新
聞配達のセンターがあり、ベトナム人が多く働いているため、
事務的なやりとりの通訳や、生活のケアをしています。ベト
ナムでは新聞はバイクに積み路上で売られているので、日本
のような新聞配達はないですね。
●かわいいお嬢さんですね。
　長女は1歳になり、来年度からは保育園に通わせたいと思
います。日本にいて、日本語とともにベトナム語を習得する
のは難しいので、言葉のことは心配です。でも住まいは設
備が充実しており、買い物も便利で子供の遊ぶところもあり、
住むには快適です。
　2月には旧正月のためベトナムに帰られる予定で、故郷で
にぎやかなお正月を過ごすことがとても楽しみだということ
でした。リフレッシュできたでしょうか。

●ベトナム社会主義共和国（外務省HPより）
面積：32万9,241平方キロメートル
人口：約9,170万人
首都：ハノイ
民族：キン族（越人）約86％、他に53の少数民族
言語：ベトナム語
宗教：仏教、カトリック、カオダイ教他

ベトナム

ハノイ

こだいら国際交流芸術展

インタビュー
“ベトナム社会主義共和国”

第20回



　「一緒に何かを作る」ことで、育った国の違いや年齢の差を超
えて、とても優しい時間が流れており、参加者は口をそろえて「お
もしろい、楽しいことが大事！」と言っていました。初めての方
でも安心して参加でき、それが縁で知り合いが出来るのも魅力
です。興味がある方はぜひ一度、“KORYU SALON”へ足を運
んでみてはいかがでしょうか。

編 集 後 記
　KIFA で機関紙ボランティアを始めてはや 3 年。私は文章を書く
のが好きなのですが、実はいつも悩むのが取材。インタビュー前に
あれこれ考えた挙句、いざ相手を前に会話がぎこちない（苦笑）。
それでも話をしていくうちに相手を知ることが楽しくなっていっ
て、取材が終わった後はとても爽快な気分になります。今回機関紙
グループに新たに 2 人加わっていただけることになりました。「書
くのは苦手」という理由で、機関紙ボランティアは敬遠されるよう
ですが、色んな人に会って話をすることで自分の世界が広がるとい
う楽しさ、そしてそれを伝えることの嬉しさをチームで共有してい
けたらと思っています。（K.H）
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◎こども日本語教室	 4月15日より毎週水曜日

◎中国語講座	 4月17日〜7月24日　金曜日

◎外国人のための妊娠出産制度説明会	 4月25日（土）

◎留学生商店街ツアー	 春・秋

◎都内ツアー	 春

◎国際こどもクラブ	 5月〜7月　土曜日

◎世界の料理	 6月（予定）

◎夏休みジュニア英会話　	 夏休み

◎外国文化体験教室	 夏休み

◎国際交流フェスティバル　	 未定

◎外国人のための茶道華道体験	 6月、11月（予定）

　“KORYU SALON”は、手芸や料理を通じて、楽しくおしゃ
べりしながら異文化交流が出来る自主サークルです。今回取材
した「クリスマスリース作り」では10名が参加しました。
　印象的だったのが、皆さんが自然と笑顔になっていたことです。
話題は日々の些細な出来事や、子育ての悩みを年配の方が若
い方にアドバイスするなど様々でした。中国出身の方の「親孝
行したいが遠いのでなかなかできない」との悩みに、日本の女
性が「子がどこにいても元気でやっていれば、それだけで親は
うれしいものよ」と答えていました。台湾出身の方は、「家に一
人でいるよりもここへ来た方が楽しい！」と毎回参加されてい
るようで、すっかり周りに溶け込んでいました。また、中国の

人口増加の問題
や、台湾の美味
しい料理といっ
た話題では、現
地の方ならでは
の視点や意見を
日本の人たちも
興味深く聞いて
いました。

これからの行事予定

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、日本語スピーチ発表会、子ども日本語教室
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、交流サロン
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、世界の文化紹介、外国人のための日本文

化体験教室
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、生活情報提供チー

ム各種説明会の実施、ISDAKポイントカードプロジェクト、
電子情報の発信、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
　 ボランティア活動の推進、市民まつりパレード参加、新年

交流会、連携事業

平成 27年度は次のような事業を行います 平成 27年度収支予算
（平成27年 4月 1日〜平成 28年 3月 31日まで）

○収入の部	 （単位：千円）
科　目 予算額

賛助会費収入 1,531
補助金収入（市補助金ほか） 13,614
寄附金収入 20
積立金繰入 1
事業収入 7,202
雑収入（預金利子等） 2
前年度繰越金 900

収入合計 23,270
○支出の部	 （単位：千円）

科　目 予算額
事業費 9,367
国際理解及び国際親善の普及事業 6,239
地域における友好交流事業 458
地域や日本文化並びに外国都市や外国文化の紹介事業 162
国際交流情報の収集及び地域への提供事業 2,115
その他協会目的達成事業 393

管理費（管理運営費） 13,653
積立金 100
予備費 150

支出合計 23,270

“KORYU	SALON”
12月22日（月）　

学園西町地域センター3階第2会議室

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


