会長挨拶
平成３０年５月１８日、那珂市国際交流協会会長に就任
いたしました、大和田和男と申します。
ヒト、モノ、経済、教育、情報等様々な分野がボーダー
レスとなっている昨今、国際交流はいわば日常生活となっ
ています。私たちの地域にも外国からの観光客や労働者が
増え、多文化共生社会は身近なものになっています。
このような中、当協会といたしましては、市民の皆様に
は多文化共生セミナー等で国際的感覚を身に着けていた
だき、那珂市にお住いの外国の方々には、日本語教室等の
事業で日本を学んでいただきながら、交流を深めていきた
いと考えております。また、次世代を担う子供たちのため、小中学校へ外国人講師を派遣する国
際理解支援事業を行うなど、人材育成にも努めてまいります。
このような交流事業を推進することで、国と国との友好、国籍や人種を超えたヒトとヒトとの
コミュニケーションを促進し、相互理解を図ってまいります。
相互理解は不断の努力が必要であり、永久の課題です。私事ですが、中学生のとき、当協会の
交換交流事業に参加し、姉妹都市である米国テネシー州オークリッジ市でホームステイを体験さ
せていただきました。このホームステイを通し、お互いの文化の違いを受入れ、認め合うことの
大切さを学びました。あれから二十数年が経った今でも、この経験は私の礎となっております。
当協会は１９９０（平成２）年に設立してから本年までで２９年間、市の国際交流を推進する
ため、さまざまな事業を実施してまいりました。ここまで継続することができたのは、皆様のご
支援及びご協力の賜物と感謝申し上げます。今後も新しい事業にもチャレンジしながら、皆様と
共に歩む国際交流事業を展開してまいりたいと考えておりますので、引き続き関係各位のご指導
とご協力をお願い申し上げます。

那珂市国際交流協会会長

大和田 和男

平成３０年度実施事業報告
姉妹都市中学生交流事業２０１８
平成３０年７月９日（月）から７月１６日
（月）までの８日間、米国テネシー州オークリ
ッジ市より、中学生１０人と引率教諭２人が那

受入

珂市を訪れました。８月にオークリッジ市へ派
遣される中学生の家庭にホームステイしなが
ら、市内見学や中学校への参加、日本文化体験
などを楽しみました。

平成３０年８月１８日（土）～８月２８日（火）には市内学園の中学生１０人と引率
２人がオークリッジ市を訪問し、再会を喜びました。
オークリッジ市では、中学校への参加や市内の国立研究所等の見学、テネシー州都ナ

派遣

ッシュビル訪問など様々なことにチャレンジし、オークリッジの方々のあたたかさとや
さしさを感じながら友情を深めました。

平成３０年度姉妹都市交換交流事業参加者
髙岡 健太(一中・８年）
小林 さくら（一中・８年）
海老澤 奏子（二中・８年）
茂呂 梨花（三中・８年）
大川 みやび（三中・７年）
大曾根 花怜（三中・７年）

/
/
/
/
/
/

Lucas Hammons（J・８年）
Laurel Hetrick（R・８年）
Makenzie Trieste（R・８年）
Kannon Green（J・８年）
Riley Gelb（J・８年）
Abigail Ellis（J・８年）

大和田 健太朗（四中・８年）
大和田 虎男（四中・８年）
橋本 瑛磨（四中・８年）
引田 樹（瓜連中・８年）
友常 有加里（四中）※
野村 仁（学校教育課）※

J：ジェファーソン中学校

/
/
/
/
/
/

Nicholas Podar（R・８年）
Zachary Zichko（R・８年）
Tucker Smith（J・８年）
Christian Goethert（R・８年）
Rebecca Childs（R）※
John Smith（J）※

R:ロバーツビル中学校

※：引率

多文化共生セミナー
今年度は 5 月にウガンダ出身のカソジ・マイケルさん、１０月にスコットランド出身のローリソ
ン・ケイトリンさん、12 月に韓国出身の李 鎔姫（イ・ヨンヒ）さんに来ていただきました。毎回
興味深いお話しを聞け、交流の時間も非常に楽しく過ごさせていただきました。

ウガンダ編

スコットランド編

平成３１年 2 月１６日（土）には、本セミナーのメインテー
マである「多文化共生」にあらためて目を向けて、多年にわたり
お お す かときお

世界各地で活躍してきた、理学博士兼オペラ演出家の大須賀鬨雄
さんを講師にお招きし、
「多文化共生とはどういうことか」と題
してご講演いただきました。大須賀さんの実体験から、海外では
あたりまえになっている「多文化共生」に、なぜ日本がいまだに
対応できていないのか、どうやって気づいていくべきかという内
容に、４６人の参加者は、熱心に耳を傾けていました。

サポート委員研修
平成３０年 6 月 29 日（金）、
守谷市国際交流協会を訪問し、
協会の運営等について意見交換
をしました。また、JICA 地球ひ
ろばを訪問し、国際協力につい
ての見聞を広めました。

韓国編

国際交流のつどい
タイ料理教室 平成３０年６月２０日（水）
市内外の外国人住民とともに、料理をとおして国際理解を深める外国料理教室。今回は、日本でも人気
の高いタイの料理をテーマに、中野スパーニーさんと鵜飼ワリンダさんが、家庭でも作れる本格的な３
品を紹介しました。参加した外国人９人を含む４０人は、料理をとおした異文化体験・異文化交流を楽
しみました。

講師のスパーニーさんとワリンダさん

調理の様子

グリーンカレー、タイ風春雨サラダ、イモとかぼちゃのデザート

フェアトレード商品の紹介・販売 平成３０年８月２６日（土）
那珂市の夏の恒例イベント「ひまわりフェスティバル」
において、フェアトレードについて知っていただく機会の
提供と、フェアトレード商品の販売を行いました。
フェアトレード（公平貿易）とは、 途上国の原料や製
品を適正な価格で継続的に購入することを通じ、立場の弱
い途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す運
動のことです。

日本文化探訪～小江戸川越～ 平成３０年１０月１４日（日）
今回の日本文化探訪（バスツアー）は、外国人１９人を含
む５４人が参加し、江戸の街並みが残る小江戸川越を訪れました。
また、さいたま市の鉄道博物館も見学し、日本の古今の文化を楽
しみました。

産業祭
平成３０年１０月２７日（土）に開催された第４回那珂市産業祭
において、ひまわりフェスティバルに続き、フェアトレードの啓発
活動として、フェアトレード商品（コーヒーとチョコレート）の販
売を行いました。幅広い方々にフェアトレードについて知っていた
だくための良い機会となりました。

小中学校等国際理解支援事業
外国の言葉や文化に触れる機会の提供と、国際的理解や関心を深めるため、市内小中学校等に外国
人講師を派遣しました。
前列中央が小林かおり先生（１２月２３日閉講式にて）

平成３０年１１月２４日（金）ばら野学園那珂市立五台小学校

トム・ギブさん（イギリス）
、中野スパーニーさん（タイ）、髙岡麗さん（中国）、小澤チャリスマさん
（フィリピン）が６年生（６０人）を対象に、それぞれの出身国について紹介しました。

イギリス

中国

タイ

平成３０年２月２０日（水）パルシステム茨城

フィリピン

栃木みとセンター
食の異文化交流企画
「本場タイ料理に挑戦！！」
参加者１８人

パルシステム茨城 栃木、平和国際プロジェクトメ
ンバーの方々を対象に、タイ料理教室が開催されまし
た。国際交流のつどい料理教室に引き続き、中野スパ
ーニーさんと鵜飼ワリンダさんに講師を務めていた
だきました。調理後は交流の時間もあり、終始和やか
な雰囲気で進み、タイへの理解を深めていただく、と
ても良い機会となりました。

グリーンカレー、春雨
サラダ、タピオカのデ
ザートを作りました。

「友情の鐘」の鐘楼再建作業が完了しました
平成２６年度に市民の皆様にご協力をいた
だき、当市からも１０，０００ドルに及ぶ寄付
をした、国際姉妹都市であるアメリカ合衆国テ
ネシー州オークリッジ市の「友情の鐘」の鐘楼
再建作業が終わり、平成３０年９月２０日に除
幕式が開催されました。オークリッジ市の新聞
でも大きく取り上げられ、オークリッジ市から
は、那珂市からの寄付に関する感謝の意を込め
た手紙と、再建記念の写真を頂きました。４年
間の月日を経て、再び鐘の音が空に響き渡りま
した。

再建記念に頂いた写真
（市役所１階の展示コーナーに展示中です）

あなたの使わない・要らないものを誰かのために役立てようプロジェクト
あなたの「使わない」
「要らない」ものを誰かの
ために役立てようプロジェクトは、書き損じはが

集まったもの
・未使用ハガキ（書き損じを含む）

４８枚

きや使用済み切手、外国の紙幣・コインなどを集

・未使用郵便切手

７５枚

め、国際協力活動を行っている団体に寄附するこ

・使用済み切手

とで国際支援に協力するプロジェクトです。今年

・未使用テレホンカード

２１枚

度もたくさんの方々にお持ちいただきました。こ

・使用済みテレホンカード

７７枚

１４，３０９枚

・外国の紙幣・コイン

れらは、県国際交流協会を通じて、国際協力活動
を行うＮＧＯ等に寄付されます。

６１５枚

ご協力ありがとうございました。

わがまちの外国人市民のみなさん

ようこそ
那珂市へ！

アジア

イラン
インド
インドネシア
スリランカ
タイ
韓国
朝鮮
中国
台湾
パキスタン
バングラデシュ
フィリピン
ベトナム
マレーシア
ミャンマー

（人）
1
2
4
3
12
31
3
65
3
7
2
40
34
3
3

アフリカ

ヨーロッパ

北アメリカ
南アメリカ
オセアニア

ウガンダ
ガーナ
アイルランド
英国
ルーマニア
米国
メキシコ
ペルー
オーストラリア

（人）
1
1
1
3
1
6
1
3
1

２４国 ２３１人
（平成３１年２月末日現在）

発行・問合せ先
那珂市国際交流協会事務局（那珂市市民生活部市民協働課内）
〒３１１－０１９２ 那珂市福田１８１９番地５
電話番号：０２９－２９８－１１１１（内線２６３）
メールアドレス：shimin-k@city.naka.lg.jp

当協会の情報や活動の様子は、ホームページ又は facebook
でもご覧いただけます。
または、
那珂市国際交流協会のホームページから
※

facebook は自分のアカウントを持っていなくても大丈夫。誰でも見ることができます。

