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●多文化理解講座 in English
（オランダ編）
●パパとママ

みんなで話そう

●『災害時外国人支援センター』を
ご存知ですか？

2018こだいら国際交流フェスティバル
晩秋の日曜日、晴天にも恵まれこだいら国際交流

11月25日（日）学園西町地域センター

豊富な講師からお話があり、盛りだくさんな内容でし

フェスティバルが開催されました。

た。続いていただくコーヒーの味はまた格別でした。

10時45分から開会式があり、主催者・来賓等の挨

２階では、茶の湯体験などおなじみのコーナーに加

拶の後、フェスティバルがスタートしました。１階の

え、
『オリンピック・パラリンピック小平市民プロジェ

集会室では、恒例の『みんなで歌おう世界の歌』が始

クト』のコーナーがあり、オリ・パラに関するクイズ

まり、皆が知っている世界の歌を歌いました。午後に

が出されていました。これがなかなか難しく、みなさ

なると、初めての試みである『ジャズで楽しむブラジ

ん悪戦苦闘していたようです。

ル』の演奏があり、スタンダードナンバー『ウェーブ』

３階では『世界ことば発見』や生け花、台湾茶があ

からサンバ、ボサノバなどの曲を聞いて、皆酔いしれ

りました。小学生が生けた美しい花が展示され、その

ていました。ボーカルのテノールは心が洗われるよう

技術の高さに感服しました。台湾茶では、講師からお

な透き通った声で、ジャズの良さを再認識した方も多

茶の淹れ方、台湾のおいしいフルーツの話などを聞き

かったのではないでしょうか。

ながら、香り高い台湾茶を味わうことができ、至福の

午後の遊戯室では、ボッチャ競技体験の後、
『おい
しいコーヒーの淹れ方』の実演がありました。コー
ヒー豆の種類や産地、お湯の温度や挽き方など、知識

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

時間が過ごせました。
こんなにいろいろな世界体験ができるフェスティバ
ル、参加してよかった、と大満足な一日でした。

E-mail info@kifa-tokyo.jp

おいしそうな
においが漂い
賑わう中庭

手や顔に描かれる
小さなアートに
わくわく

毎年はじける笑顔です。
また来年お会いしましょう！

アルパカの毛を使った
ペルーの工芸品は、
手作りの温もりが溢れています。

フォトギャラリー
こだいら国際交流フェスティバル

「早く飲みたいわ～」いい香りのコーヒーを囲んで。

11言語のネイティヴスピーカーと楽しくおしゃべりできる
『世界ことば発見』

茶の湯体験では、抹茶や和菓子の説明だけでなく、
昔話『桃太郎』の語りもありました。

初めて生け花に挑戦したドイツ出身の女性
｢ 楽しかった！ ｣

『ボッチャ』を知っていますか？
国際交流フェスティバルのイベントとして、パラリン

1ゲ ームにか かる
時間は10分ほどです
が、小学生の男の子

ピック正式種目『ボッチャ』の競技体験が行なわれました。

が「 も う1回 や り た

『Boccia（ボッチャ）
』はイタリア語で「ボール」の意味で、

い。
」と何度も参加し

重度障がい者のために考案されたスポーツです。
『地上の

ていました。腕慣ら

カーリング』とも呼ばれていて、始めに投げた白いボール

しのためのゲームと

（目標球）に、赤青それぞれ6球ずつのボールを投げたり、

して、大きめの輪や絵を床に置き、ボールが上に乗ったら

転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づける

得点がもらえる遊び方もあり、1チーム7人の対戦で盛り上

かを競います。

がっていました。

1階の遊戯室では、初めは大人たちだけで体験をしてい

審判をしていた講師によると、障がいで本人がボールを

ましたが、楽しそうな様子を見て子ども連れもやってきま

投げられなくても、滑り台のような勾配具を使い、自分の

した。
「白いボールを好きなところに投げて。
」
「次は赤ボー

意思を介助者に伝えることができれば参加できるというこ

ルを。
」という、にこやかな審判の言葉にうながされて、

とです。近隣の福祉施設へ行って、ボッチャの楽しみを広

各々柔らかい皮製ボールを転がします。1回やるとすぐに

めているそうで、ボッチャの魅力を熱く語っていました。

覚えられる簡単なルールなので、大人も子どもも次第にの

ボッチャをきっかけに、パラリンピックで活躍する障が

めり込んでいく様子でした。自分の投げたボールが相手

い者を多くの人が応援するようになり、またそれが障がい

ボールに当たり、自分のボールが白い目標球に近づくと、

者ヘの理解に繋がると、よりよい社会になるだろうと思い

「わあっ。
」と歓声や拍手がわきました。

ました。

多文化理解講座 in English（オランダ編）

取材日：10月6日（土） 学園西町地域センター

今年４年目となる多文化理解講座は、英語圏以外の文

た沢山の花が咲き、フラワーフェ

化や習慣などを英語で楽しく学ぶ講座です。今年はオラ

スティバルが行われるそうです。

ンダ、フランス、ポーランドの全3回で、取材したこの

また、
「ミッフィー」で知られる絵

日はオランダ出身のロヒヤさんが講師を務めました。ロ

本作家ディック・ブルーナや、光

ヒヤさんは、
５年前に日本人の奥様と二人のお子さんと

の 魔 術 師とも呼 ば れ「 真 珠 の 耳

共に、お仕事の関係で来日しました。参加した19名の受

飾りの少女」で有名な画家フェル

講生は、まるで映画のように美しいスライドを見ながら、

メールもオランダ出身です。

オランダの歴史や文化について、ロヒヤさんの流暢な英

大切なアルバムを
広げるロヒヤさん

そして暮らしについて驚いたの
は、自転車に乗る人がとても多く、車、自転車、歩行者

語に耳を傾けていました。
オランダの国土は基本的に平坦で、一番高い山でも約

とそれぞれ専用の道路が３つあるということです。また、

300mです。また隣国ドイツから北海へと注ぐ川や、沢山

ほとんどの家庭が共働きでありながら、祖父母は孫の世

の湖があることから、
「水の国」と言われています。海面

話をあまりしないそうです。なぜなら、両親は残業をせ

下に位置する土地が多いので、洪水や高潮から守るため

ずに帰宅し、夫婦で家事や子育てをするので、家族で一

の堤防や、海岸沿いの砂丘を利用するといった工夫がな

緒に過ごす時間が多くなるからです。長期休暇をとって

されています。

フランスなどへ家族旅行に行くことも多いそうです。

日本でもよく知られているオランダの文化についての

講座の終わりには、活発な質疑応答が行われ、参加者

話題では、春になるとチューリップやヒヤシンスといっ

たちはまだまだ興味が尽きないといった様子でした。実

オランダ王国（外務省情報）
オランダ

１ 面積：41,864 ㎢（九州とほぼ同じ）

際に外国の方と触れ合うことで価値観が広がり、多文化
共生社会につい

２ 人口：約 1,718 万人（2017 年 12 月）

て考えるきっか

３ 首都：アムステルダム

けになっていけ

４ 言語：オランダ語
５ 宗教：キリスト教
（カトリック 24％、
プロテスタント 16％）
イスラム教（5％）
ヒンズー教（0.6％）
仏教（0.5％）
無宗教・その他（54％）

ばいいなと思い
ます。

パパとママ みんなで話そう ＜学校のこと＞
10月27日
（土） 学園西町地域センター

日本人と外国人のパパママが日本の学校事情について

またいじめなど不安な事は、何でも相談すると良いとい

気軽に話し合う会が、生活情報提供チームにより初めて開

うアドバイスがありました。困ったときは、KIFAの日本

かれました。そのきっかけは、主に日本で長く暮らす外国

語会話教室で、先生やいろいろな国籍のクラスメートに話

人が、学校生活全般の疑問から更に踏み込んだ日本の受験

してみたり、年明けに開催される『小学校生活ガイダンス』

や塾、偏差値などについてアドバイスを求めるようになっ

で予習をすると本番の学校説明会のときも理解しやすい

たことです。

など、KIFAのあらゆるサービスを活用するワザも紹介さ
れ、皆熱心に聞き入っていました。

参加者は、中国、ベトナム、インドネシア出身で、特に低
学年のこどもをもつパパとママが集まりました。まず話題
にのぼったのはPTAです。PTA役員は、選出時に意に反
して選ばれることもありますが、役員をすると友達が出来

これからの行事予定

て楽しいという意見が出ました。外国出身の家族が身近に
いると、お互いの文化を教え合えるし、日本のパパママの
価値観が広がって理解が深まり、外国出身のパパママも学

◎餅つき・新年交流会

1月12日
（土）

校に行きやすくなるのではということでした。

◎外国人対象
「小学校生活ガイダンス」

1月26日
（土）

◎多摩六都10ブロックサーキット講座
「災害時多言語支援センターの立ち上げ」 2 月2日
（土）
◎こだいら市民駅伝大会

2 月3日
（日）

◎世界の料理
（インド）

2 月6日
（水）

※詳しくは、KIFA ミニレターまたはHP をご覧ください。

『災害時外国人支援センター』をご存知ですか？
KIFAでは、震度５強以上の地震（目安）が起こった際、

もちろん、まずは何よりもご自身の身の安全を確保して

災害から24時間以内に、
『災害時外国人支援センター』
を立

ください。ご自身やご家庭の状況も踏まえた上で、状況が

ち上げることになっています。

落ち着いた後に参加していただく形で構いません。その際

通常業務を行っている学園西町地域センター３階にて、
災害情報を収集し、必要な情報をピックアップして、外国

には、直接KIFAまでお越しください。
皆さまのご協力をお願いいたします。

人にも伝わるようさまざまな外国語や『やさしい日本語』に
翻訳・変換し、提供していきます。外国人向けの相談窓口
も開設します。また小平市との協定で、小平市内の避難所
を巡回し、そこで過ごしている外国人のサポートを行う予
定にもなっています。
日頃KIFAボランティアに登録している皆さま、大きな
災害が起こった際には、ぜひ可能な範囲でこの『災害時外
国人支援センター』
に協力していただけたらと思います。

編 集 後 記
「平成最後」の新年を迎えることになりました。皆さんはど
んな一年でしたか。我が家の昨年の大きな出来事の一つは、
子どもが小学校にあがったことです。都心部で働く私は、学
校行事やボランティア活動を通して、あらためて地域でのか
かわりの大切さを実感しました。今年も小平ならではの人と
のつながりを大切にして、
『グローカル』な国際交流に少しで
も貢献できたらと思います。
（K.H）

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