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　外国人対象の書道体験が開催され、インドネシアと
ポーランド出身の学生が参加しました。講師自身が提案
し、ドイツ出身の留学生の助手と二人で実現したワーク
ショップです。
　まず先生から毛筆、硯、墨汁など道具の説明を受け
た後、色紙、ポストカード、掛け軸の中から各自好きな
ものをひとつ選んでもらいました。早速、先生の実演が
始まり、はらいや止め、はねなどの手本を見せてもらい、
机に置かれた楷書、行書、隷書のお手本を見ながら参
加者達も半紙に書いていきます。
　ポーランドの女子学生は見よう見まねで「愛」という
字をすぐに書き上げ、次の字には「優」を選んで書い
ていました。つい上手く書こうとして、書きやすい字を
選びがちですが、やさしい字よりも難しい字を選び、臆

することなく自由に楽しくチャレンジする姿勢が、とて
も前向きで素晴らしいと思いました。
　練習の後はいよいよ、それぞれが選んだ掛け軸や色
紙に清書します。自分の名前も細筆を使い、カタカナで
記しました。
　そして最後は消しゴムハンコの作成です。消しゴムに
反転した自分の名前をカタカナで書き、カッターを使っ
て彫ったハンコを押すと、一気に作品の格が上がって見
えるから不思議です。
　片付けの後はティータイムを設け、書道に興味を持っ
たきっかけなどを話してもらいました。二人とも漢字は
美しくて好きだとのことでした。型にとらわれず純粋に
書道を楽しむ姿に、今後もこのような、ボランティアに
よる自主的な企画が増えればいいなと思いました。

書道体験  Calligraphy Workshop　5月18日（土）　学園西町地域センター

●�東京2020オリンピック・パラリン
ピックにむけて小平から発信！
●英語でおはなし会
●防災マップ�ウォーキング　　　ほか
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英語でおはなし会
5月11日（土）　小平市中央図書館

　中央図書館では 0 歳から小学校 6 年生までの子ど
もに絵本を読み聞かせる「絵本のへや」「おはなし会」
が、定期的に開催されています。今回初の試みとして、
英語で読み聞かせをする会が開かれました。読み聞
かせをするのは、フィリピン出身で子ども英会話講師
をしているリサさんです。
　今回の絵本は『The Happiest Elephant（ぐるんぱ
のようちえん）』『HARRY the Dirty Dog（どろんこハ
リー）』の 2 冊で、それぞれリサさんが英語で読み聞
かせをしたあとに、図書館の職員が日本語で読み聞
かせをするという流れです。
　図書館 2 階の「おはなし室」は靴を脱いで入ります。
優しい灯りのもとで絵本を広げながら、一語一語てい
ねいにゆっくり読み聞かせます。参加者は親子で約
30 名、0 歳～幼稚園くらいの子どもたちが、抱っこさ

　「東京 2020 オリンピック・パラリンピック小平市民
プロジェクト」は、小平市主催の「東京 2020 に向け
た市民ミーティング in 小平」に参加したメンバーが
中心になって、2018 年に立ち上がった団体です。東
京 2020 オリンピック・パラリンピックをきっかけに、
世代・地域・国籍・文化のちがい、障がいの有無を
超えて、人と人がつながり、認め合い、感動体験を
共有することを目的としています。未来にわたって「み
んなの思いを包み込むまち小平」をつくり、2020 以
降も市民のレガシー（後世に引き継ぐ遺産）となるこ
とを目指しているそうです。
　代表の由井敬さん、スポーツチームのロヒヤ・ファ
ンデルフェルデさん、文化・芸術チームの松原沙由
美さん、環境チームの岩井洋さんに、各チームの活
動状況を伺いました。
　スポーツチームでは「多様性と包摂」をテーマに、
みんなで楽しめる、パラリンピックの正式種目「ボッ
チャ」を広めています。学校や公民館などで体験会
を行っており、来年には「小平ボッチャ大会（仮称）」
を開催すべく準備が進められています。
　文化・芸術チームでは、「子どもたちと夢のある“感
動体験”を共有すること」、また「被災地支援に対し
て世界へ“ありがとう”」をテーマとしています。市
内のイベントに積極的に参加し気運を盛り上げ、体
験的なワークショップなどを行っていきます。様々な

れたり寝転がったりしながら、リサさんを囲んで夢中
になって聞きいっていました。英語の読み聞かせのあ
とには「わからなかったけど、なんとなくわかった！」
という元気な子どもの声もあがりました。
　小さい頃から実際の外国の言葉に触れることで、日
本以外の外国の存在を知り、耳も外国語に慣れるこ
とができます。今回参加した子どもたちにとって、外
国を身近に感じることができる、とても貴重な機会と
なったのではと思います。
　おはなし会、将来的には他の言語でも行うことを
検討しているとのことです。1 階の絵本コーナーには、
フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語など様々
な言語で書かれた絵本もたくさんありました。ぜひこ
の機会に足を
運び、外国語
の絵本を手に
取ってみませ
んか。

人々との交流やつ
ながりのきっかけ
を作っていき、来
年に向け文 化イ
ベントを計画中と
のことです。「東
京五輪音頭 2020」

「パプリカ」なども市内各所で披露していきます。
　環境チームでは、10 年以上前から全国各地で行な
われている「スポーツゴミ拾い」を、小平で初めて実
施する準備を進めています。5人一組で制限時間内に、
定められたエリア内で力を合わせてゴミを拾い、その
質と量をポイントで競い合う、環境に最もやさしい日
本発祥のスポーツです。「ゴミ拾い」がスポーツとし
て成り立ち、さらに競技を通じて、環境問題が身近に
感じられるという、その競技ルールには驚かされ大変
興味がわいてきました。
　活動経費は会員 30 数名からの会費と、一部の公的
助成金で賄われています。より活動をひろげるため
の資金集めと、市民への更なる PR が、直近の課題
となっています。
　今回のインタビューをとおして、各チームが目標に
向かって真摯に取り組まれており、その情熱と意気
込みがひしひしと伝わり大変感動的でした。2020 東
京大会開催まで 1 年を切りました。何らかの形でオリ
ンピック・パラリンピックに関わってみたい、と考え
ている人は多いと思います。東京 2020 大会に興味の
ある方、これを機に何かやって楽しみたい方、気軽に
参加してみてはいかがでしょうか。

左からロヒヤさん、由井さん、松原さん、岩井さん

東京2020オリンピック・パラリンピック
にむけて 小平から発信！
取材日：6月30日（土）学園西町地域センター



　雨上がりの強い日差しのなか、災害時対応チーム
による、防災マップウォーキングが開催されました。
今回は三度目の実施で、留学生を含む計 12 名で、東
大和市駅を起点に小川町 1 丁目地域を歩きました。
　まず、災害時対応チームの菊地さんから配布され
たルート図と、武蔵野美術大学の留学生が作成した
避難マップを見ながら、青梅街道を歩きました。崩れ
やすそうなブロック塀等に注意しながら 10 分ほど歩
き、上宿小学校に着きました。災害時には通常の約 3
倍、30 分程度かかるそうです。
　上宿小学校と小平第十二小学校では、マンホール
トイレになる場所を探しました。主に体育館の近くに、
下水管へつながる小さなマンホールがあり、簡易トイレ
を設置できます。流すときは、一年中貯水しているプー
ルの水を活用するそうです。被災直後は食糧の調達を
考えがちですが、一番大切なのはトイレの確保です。
断水時に備え、手軽に買えるトイレシート（携帯簡易ト
イレ）を常備することが大切と説明を受けました。
　避難所となる小学校の体育館は 300 人程度の受け
入れが可能ですが、一人一畳分とスペースが狭いで

す。避難所では避
難者カードに記入
が必要です。特に
外国人は、あらか
じめ避難者カード
に記載して携帯す
ることをアドバイ
スされました。
　小平西高校では、災害発生後にグラウンドを開放
する「いっとき避難所」となることを確認しました。
その後、中島町地域センターへ移動し、非常食のア
ルファ米を試食しながら、災害時に気をつけることを
話しました。手の届くところに常備すべき物として靴、
笛、懐中電灯等があります。KIFA と武蔵野美術大
学が制作した防災絵本「じしんがきた」を見ながら、
一番危険なのは家で、座布団で頭を守ること、通電
火災を防止するために、ブレーカーを OFF にするこ
となども学びました。このわかりやすい日本語で描か
れた絵本は、KIFA のホームページからもダウンロー
ドできます。
　今後もマップウォーキングをはじめ、防災絵本、日
本語教室などでの啓発活動を通して、小平に在住・
滞在する外国人に呼びかけていきます。

防災マップ ウォーキング
6月16日（日）

　KORYU SALON は、手芸や折り紙、料理などを教
え合う自主サークルで、毎月KIFAミニレターで参加者
を募っています。今回は日本と中国、台湾出身の幅広
い世代の 9 人が、地域センターの調理室に集まりました。
　あざやかなピンクのカットソーを着た『センちゃん』
と呼ばれ親しまれている、台湾出身の女性が今日の講
師です。鶏もも肉に塩をすりこみ、慣れた手つきで巻い
ていきます。これをアルミホイルで包んだものを、自前
の電気鍋で蒸し、それを当帰（セリ科の薬用植物）とク
コの実を加えた紹興酒に一晩漬けるとできあがりです。
　センちゃんはすでに味の染みた酔っ払い鶏と、同じ
タレに漬けたゆで卵を持って来ており、それらを薄く
スライスして大皿に盛り付けてくれました。故郷のお

姉さんがくれ
たという高級
台湾茶を皆に
煎れて、試食
タイムが始ま
りました。す
るとどこから

ともなく、お菓子や手作り
スコーンなどが配られ、テー
ブルが賑やかになりました。
　酔っ払い鶏は爽やかな風
味で、蒸し暑い季節にぴっ
たりの料理です。紹興酒は
一度沸騰させるため、授乳
中でも食べられるそうです。
　皆で美味しいものを食べていると、次第に台湾の
食生活の話になり、朝食から屋台で食べること、意
外にも特急電車では飲食禁止だということに、みな
驚いていました。
　その他、子育ての話やオレオレ詐欺の話など話題
は多岐に渡ります。途中、ベビーカーで寝ていた子ど
もが起きだすと、周りの人が優しく声を掛けている場
面があり、まるで三世代がちゃぶ台を囲んでいるよう
な雰囲気でした。
　最後にまとめ役の方から、「材料費 500 円くらいで
何か教えられる方がいたら、連絡くださいね。」と案
内があり、「今度は友達も誘ってみます。」という中国
出身の若い女性もいました。
　教える人も教えられる人も無理することなく、気の
向いた人が集まっておしゃべりを楽しむ、気軽に参加
できる SALON でした。

KORYU SALONによる
酔っ払い鶏の調理

4月22日（月）学園西町地域センター調理室



中国語教室
取材日：６月７日（金）　学園西町地域センター

編 集 後 記

　機関紙の取材では、初めて屋外のイベントである防災
マップウォーキングに参加しました。小平市は、緑あふれ
る安全な地域に思えます。しかし、取材をするうちに、立
川断層帯に近いがゆえに備えが必要であること、最近日本
の各地で大きな地震が頻発していることをふまえ、改めて
共助の体制づくりが必要だと感じました。今後も機関紙を
通して、防災減災に取り組んでいきたいです。（K.H）

発行日　2019年9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

● 収入の部� （単位：円） ● 支出の部　� （単位：円）

平成30年度収支決算
（平成30年4月1日～平成31年3月31日まで）

◎�外国人のための幼稚園・保育園説明会� 10月5日（土）

◎�多文化理解講座in�English�
� 10月5日～19日　土曜日（全3回）

◎小平グリーンロードを歩こう！� 10月6日（日）

◎こだいら市民まつりパレード参加� 10月20日（日）

◎防災マップウォーキング� 10月26日（土）

◎着物で日本文化体験� 　11月3日(日)

◎ISDAK商店街ツアー� 11月9日（土）

◎こだいら国際交流フェスティバル� 11月17日（日）

◎小平市日本語発表会� 12月8日（日）

◎災害時多言語支援ロールプレイ� 12月14日（土）

� ※詳しくは、KIFAミニレターまたはHPをご覧ください。

　梅雨らしい雨模様のこの日、前期講座 12 回のうち 5
回目の中国語教室が開催されました。参加者は 7 名、ま
さに少数精鋭の教室です。講師は、現在嘉悦大学で中国
語を教えている王欣（おうきん）さんで、初歩からの学
習です。
　中国語は発音が難しくて文法が簡単ともいわれていま
すが、今回は発音の最後の授業でした。中国語は母音と
子音による多くの発音と、4 つの声調（高低のイントネー
ション）の組み合わせで構成されています。これはピン
インと呼ぶ発音記号（アルファベットに記号が付いたも
の）で表され、声調を間違えると漢字の意味が違ってく
るため注意が必要です。
　最初は声調の聞き分けの練習でした。先生が発音し、
どの声調かを答えます。さらに難しいのは、声調に軽声

（軽く発音すること）が加わることです。その例として、
マーマ（母）、バーバ（父）などが紹介され、受講生か
らは「これは西洋から来た言葉でしょうか。」と質問が
ありましたが、中国で前からあった言葉で、発音しやす

いため世界でも似て
いるのかもしれない、
とのことでした。軽
声だけでなく声調の
例は他にも紹介され、
中国語の難しさをさ
らに感じました。
　発音の後、数字の

これからの行事予定

読み方を教わり、最後に受講生の名前とピンインが書か
れたものが配られ、それぞれ読み方を練習しました。次
回は学習した内容のテストを行い、中国語で自己紹介を
して、文法に入っていくそうです。
　中国では、子どもたちもピンインの学習が大変とのこ
とでした。日本でいえば漢字の学習を積み重ねることと
同じようなことでしょうか。自国語でも小さな頃から積
み重ねて身につけるのは難しいのに、中国語に挑戦する
受講生の熱心さには頭が下がります。発音を乗り越え、
さらに前進してもらいたいと思います。

科　目 決算額
賛助会費収入 1,221,000

補助金収入（市補助金） 13,733,000

寄付金収入 48,400

事業収入 6,952,950

雑収入（預金利子等） 8,372

前期繰越収支差額 2,286,229

収入合計 24,249,951

科　目 決算額
事業費 7,700,337
国際理解および国際親善の普及事業 5,553,432
地域における友好交流事業 357,036
地域や日本文化並びに外国都市や外国文化の紹介事業 125,623
国際交流情報の収集及び地域への情報提供事業 1,285,915
その他協会目的事業 378,331

管理費（管理運営費） 14,439,720
支出合計 22,140,057

ピンインを説明する王先生
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