6月のイベントカレンダー
金 10:00
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10:00 日本語ボランティア育成講座
土 ※14:00～ 事務所臨時閉館
15:00～会員総会,記念講演会,懇親会
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日 休館日
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月 休館日
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火 13:30
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水

7

木 18:30

日本語会話教室（夜間）
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金 10:00

日本語会話教室（午前）

9

土 10:00

10 日

日本語会話教室（午前）

日本語サロン

日本語ボランティア育成講座

10:00 子ども日本語ひろば
10:00 語学ボランティア部会

11 月 休館日
12 火 13:30

日本語サロン

国際理解教育に役立つ実践ノウハウです。
【基礎編】
“地球市民”ってどんな人？“グローバル教育”ってなあに？
日時 6月23日（土） 10：00～16：00
対象 国際理解教育を実践してみたい方
【実践編】
地球市民を育てる講座とワークショップの作り方・実践方法
日時 7月21日（土） 10：00～16：00
対象 国際理解教育を実践している方、基礎編受講者
基礎編・実践編 共に
募集 25名（先着順／定員になり次第締切）
参加費
1,000円
会 場 福島県国際交流協会
申込・問合せ 福島県国際交流協会 TEL 024-524-1315

おいしく学ぶ、世界の暮らし
～東ティモール編～
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会員総会・記念講演

1

たのしい・国際理解教育を学ぼう！

第265号

平成30年度 会員総会・記念講演会
6月 2日（土）
会員の方には、すでにご案内をお送りしました
が、記念講演会はまだ受付けております。また
会員外の方でも当協会の活動に関心をお持ち
の方や、入会をご希望の方はご参加できますの
でご連絡ください。

13 水
14 木 18:30

日本語会話教室（夜間）

15 金 10:00

日本語会話教室（午前）

16 土 10:00

日本語ボランティア育成講座

19 火 13:30

日本語サロン

20 水
21 木 18:30

日本語会話教室（夜間）

22 金 10:00

日本語会話教室（午前）

23 土 10:00

日本語ボランティア育成講座

24 日

10:00
10:00

外国語おはなしの部屋
子ども日本語ひろば

25 月 休館日
日本語サロン

27 水
28 木 18:30

日本語会話教室（夜間）

29 金 10:00

日本語会話教室（午前）

30 土

10:00
13:30

日本語ボランティア育成講座
FINE発送作業

〒965-0871 会津若松市栄町2-14
レオクラブガーデンスクエア5階
TEL 0242-27-3703 FAX 0242-27-3704
ホームページ http://awia.jp メール mail@awia.jp

可能性だらけ！福島のこれから
「WHY?JAPANESE PEOPLE?」でおなじみの厚切りジェイソン
氏と会津大学准教授藤井靖史氏による講演会です。
日 時
7月8日（日） 13：00～15：00
場 所 會津風雅堂（入場無料）
問合せ
公益社団法人日本青年会議所 東北地区
TEL 024‐528-1145（平日10時～16時）

お手伝いお願いします
おしゃべりをしながら、情報紙FINEの発送作業のお手伝い
（封づめ、糊付けなど)をしてみませんか。
当日直接お越しください。（申込不要）
日 時 6月30日（土）13:30～ （場所：当協会）

外国語
おはなしのへや

26 火 13:30

会費納入のお願い

フェスティバル

17 日 休館日
18 月 休館日

東南アジアの東ティモールから帰国したばかりのスタッフが
文化や生活、習慣をご紹介致します。
東ティーモール料理をぜひ食べに来てください。
主 催 JICA二本松
日 時
6月16日（土） 12：00～14：30 (受付11:30～)
場 所 二本松青年海外協力隊訓練所
内 容 JICAボランティア経験者によるトーク＆ランチ
参加費 700円
申 込 5月21日（月）～6月1日（金）
募集人数 定員40名（先着順）
申込・問合せ JICA独立行政法人国際協力機構
TEL 0243‐24-3211

場所：会津稽古堂 研修室2・3
◆会員総会
15:00～16:15
◆記念講演会 16:30～17:30
タイトル：「海でつながる、島でつながる」
講師／ いわき市国際交流協会評議員
永田 リセ 氏（トンガ出身）

事務所にご持参いただくか、当協会から郵送した振込用紙を
ご持参の上、東邦銀行でお振込みをお願いします。
会員総会でも会費納入を受け付けいたします。

国際交流フェスティバル2018出展者募集！
今年のフェスティバルを、多くの皆様方の参加で大いに盛り上げていきましょう
～！
【募集内容】
① 交流展示ブース 国際交流・協力に関する活動紹介、
海外の国や文化の紹介等
月
日（日）
② 料理ブース 海外の料理、飲食物の販売
開催 10:00～15:00
③ ステージ 踊り、歌、楽器などの演奏
場所 鶴ヶ城体育館
【出展申込み締切】 7月31日（火）まで当協会へ
※出展条件などに関する詳しい募集要項があります。当協会へお問合せください。
当日ボランティアの募集については、7月号のFINEでお知らせする予定です。

9 30

子供たちみんな集まれ～
絵本の読み聞かせや簡単な単語を使ったゲー
ムをしながら、楽しく外国語に触れることができま
す。外国語が初めてのお子さんも大歓迎です。
参加料は無料です。
申込み・問合せ 会津図書館
TEL 0242-22-4711 FAX 0242-22-4702
※会津図書館へ直接お申込みください。

日 時
場 所
内 容

6月24日（日）10:00～11:45
会津稽古堂3階 研修室1.2.3
外国語の絵本の読み聞かせ、
簡単な単語を使ってのゲームなど
※今回は英語と韓国語とロシア語です。
対 象 4歳～小学6年生

◆ 6月2日（土）14:00～17:45は、会員総会のため当協会事務所を臨時閉館します ◆

若林 美代 の
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旅はいつも幸せ気分
去年7月に訪れたのは、40年ほど前まで外国人の
立ち入りが許可されていなかったインド北部ラダック
と、さらに奥地の「秘境」ザニスカール、ニューデリー
から飛行機で1時間でラダックへ。さらにそこからは1
泊2日の車の旅．．．1日目は舗装路ですが、2日目は
未舗装の山道で、山の上から流れてくる雪どけ水が
川のようになって行く手をさえぎっているところが何ヶ
所もあります。
しかし、イスラム教徒の運転手フセイン氏は強気で
砂利道に流れ込む水の流れだろうと、でこぼこに傾
いた崖の上の道だろうと、がんがん飛ばす！
日本人3人は、チャーターした車でしたが、地元の
人たちはおんぼろバスにすし詰め状態で同じ道を行
きます。物好きな欧米人はバイクで暴走。あたりはヒ
マラヤ山脈の西の端、つんと尖ってそびえ立つ高い
峰には万年雪。4400ｍの峠を越え、氷河を見たり、
岩陰に咲く「ヒマラヤの青いケシ」をさがしたり（咲き
始めていた！）草原のそこかしこにいる野生のマー
モットの写真を撮ったりしているうちに、両側を山に
囲まれ、川に沿ってひろがるザンスカールの地域に
入っていました。内心ひやひやしながらの絶景ドライ
ブが終り、ホームスティをお願いした家に到着。ここ
で6泊お世話になりました。
主人のティンレイさん夫婦と、里帰り出産をした娘
と2ヶ月の孫が暮らしています。他の子供たちは結
婚や学校に通うために家を離れたそうです。民家は
どこも日干しレンガの泥の家で、1階は家畜小屋や
納屋などになっていて、2階が居住スペース。壁に
そってマットレスが敷かれた居間は、昼間はくつろぎ
用で夜には客人の寝室になります。食事は質素で、
野菜だけのカレーにご飯や、豆と野菜の煮込みとご
飯、蒸し餃子など一種類だけですが、家族はおかわ
りしてたくさん食べていました。しかもわりと遅い時
間（だいたい8時すぎ）に食べて、すぐ寝る、というパ
ターン。朝は早くから家畜を外へつれ出したり、家事
をしたり―
そして、ホームスティはこの家以外にも1泊だけ世
話になった家が2軒ありましたが、どこでも男性が自
分の衣類の洗濯をしていました。洗濯機なんてない
から、洗濯は手間のかかる家事です。電機は使える
地域もあるし、そうでない場所でも小型のソーラー
パネルを設置して一日のうち4～5時間は使えるよう
です。もっとも照明以外はラジオや小さいテレビなど
で、大きな電化製品はありません。何人かはスマホ
を持っている人がいて「秘境」も除々に生活が変
わっていくのでしょうかー。

ティンレイさんと娘さんは少し英語を話しますが、い
ちばんたくさんお喋りしたのは、英語をひと言も話さ
ない奥さんのパルマさん（笑）。積極的な性格で、ど
んどん話しかけてくれます。お互いに全く違う言葉を
話しているだけでしたが、家族を大切にしながら（孫
を溺愛♡）、でもけっこうマイペースに暮らしを楽しん
でいることが分かりました。
標高3500ｍのこの地は、冬の間（だいたい10月か
ら5月頃まで）は雪で峠が通れなくなり、外界と隔絶さ
れた生活になるそうですが、そんな冬の生活がどん
なものなのか想像もつきません。夏は畑で大麦や小
麦野菜を作り、家の新築や補修、燃料にする牛糞を
集めて乾かし、家畜のエサ用の草を屋上に積み上
げ．．．そして大きなお寺の祭りや結婚式もこの時期
にするらしく、超多忙な毎日。私たちも隣の村の結婚
式につれていってもらったし、そもそもザンスカール
に来たのは「徒歩でしか行けない」（車の通れる道が
ない）最奥部の巨大なチベット仏教の僧院を訪れる
ためだったので、8泊したとはいえ、かなり忙しい毎日
でした。その顛末は、又の機会に．．．

5月19日、会津大学留学生のシャーシャンクさ
ん、マノジさんをゲストに迎え、ネパールの歴史や
多様な文化、食などを映像でご紹介いただきまし
た。またネパール通貨のルピーや民族衣装を見せ
ていただきながら、チョットした旅行気分を味わい
ました。
インドと中国の間に位置するネパールは、多民
族・多言語国家で、80％の人はヒンドゥー教だと
か。まばゆいばかりの美しい山々、湖、空の映像
がとても印象に残りました。

第5回
昨年の夏に我が家にホームスティしたパラオの女子中学生2人が、時々Facebookのメッセージ機能を使っ
て、「 Hi Mommy. I miss you. How are you guys?〜」と写真入りの近況報告をしてくれます。今どきのコミュニ
ケーションの取り方です。
Facebookで繋がったおかげで、スティ中に撮った写真も簡単にデータで送信し、その後も何かとやり取りが続
き、私のことをMomと呼んでくれる2人の少女がとても可愛いです。
近い将来、必ずやパラオに会いに行きたいものです。
私がFacebookデビューをしたのは、2015年の自分がアメリカのオクラホマ州に1ヶ月のホームスティを経験し
た年です。とにかく世界中の人が利用しているのです。オクラホマ州の交流団体4Hクラブの学生スタッフが、私
がFacebookをしていると気づくと、すぐにリクエストをして繋がってくれて、一緒にファミリーキャンプスタッフをし
た仲間やホストファミリーとも次々繋がって、今でもお互いの近況を報告するのに役立っています。すごい時代
になったものです。
その後、以前我が家にホームスティしたネパール、オーストラリア、アメリカの方々が私を探してくれてリクエ
ストしてくれました。驚きました。以来、ご縁があって知り合った方々、友人になった方々とのコミュニケーション
ツールになっていることは確かです。海外の友人とのやり取りが気軽にできるようになり(メールよりも気軽)、今
後益々翻訳機能も充実してくるのではないでしょうか。
しかしながら、時にはクリスマスギフトやメッセージカード、お手紙のやり取りをしたり、無理のない程度に楽し
んでいます。SNSの便利さに助けられながらも、手紙や葉書のやり取りも心をこめて愛をこめて大切にしていき
たいです。将来、我が家にホームスティしてくれて家族の一員になってくれたみんなのもとを訪ねて、再会でき
たら嬉しいです。
イメージしている今だって、相当楽しくて幸せですが。(^^)

