
1 日 休館日 

2 月 休館日 

3 火 13:30 日本語サロン 

4 水  

5 木  

6 金  

7 土 10:00 日本語ボランティア育成講座 

8 日 10:00 子ども日本語ひろば 

9 月 休館日 

10 火 13:30 日本語サロン 

11 水  

12 木 18:30 地球ちょい旅（アメリカ編） 

13 金 18:30 荊州市医療研修生歓迎会 

14 土  

15 日 休館日 

16 月 休館日 

17 火 
13:30 日本語サロン  

18:30 幹事会 

18 水  

19 木  

20 金  

21 土  

22 日 
10:00 語学ボランティアガイド勉強会 

10:00 子ども日本語ひろば 

23 月 休館日 

24 火 13:30 日本語サロン 

25 水  

26 木  

27 金  

28 土 13:30 情報紙発送作業 

29 日  

30 月 休館日 

31 火 13:30 日本語サロン 

7月のイベントカレンダー 

会津若松市国際交流協会 

〒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 

 会員への情報紙FINEの発送作業（封づめ、糊付けなど）を、楽しく話

をしながらお手伝いをしてみませんか。作業が終わった後には達成感

に満ちたお茶タイムが待っています。 

当日直接協会へお越しください（申込不要）。 

日 時 7月28日（土） 13:30～  

情報誌発送お手伝いへのお願い 

福島ブロック大会 in 会津 

JICAボランティア「全国説明会キャラバン」 

中国語会話教室 参加者募集 

 まじめに楽しく中国語を学んでいます。中国語に関心のある方は 

ぜひ見学にお越しください。 

 主催 中国語会話教室 

 日時 毎週木曜日 19：00 ～ 21：00 

 場所 会津稽古堂 3階 

 内容 教科書音読、例文解説、情報交換等 

 料金 入会金3,000円 会費2,000円／月 教科書代 2,400円 

 申込・問合せ 0242-27-5589（講師：長谷川利之） 

 どうせ田舎・・・ チガウダロ！ 福島の「力」、会津の地から  

       ～自立し尊重し合うふくしまの創造～ 

 

 
 IT企業の役員とお笑いタレント２つの顔を持つ厚切りジェイソン氏が、

変化・多様化する日本の、これからの時代の仕事の形、教育の形、自

分の人生について、今日本人に伝えたいことを話します。 

 

  

 会津大学にて、新しい価値を生み出すための会議を年間300回以上

行なっている藤井靖史氏が、スマートシティのモデルとして、会津にし

かない取り組みに挑戦し続ける中で見えてきた、地方にしかできない産

業と教育のあり方について話します。 

 

 日時    7月8日（日） 13：00～15：00 

 場所   会津風雅堂（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） 

  自分の持っている技術や経験を生かして、開発途上国の人々のため

に頑張ってみたい方、説明会では直接ボランティア経験者の話を聞き、

質問もできます。疑問や不安等、個別の相談にもお答えします。 

 午前・午後の2回開催しますので、是非説明会へご参加ください。 

 

 

  

 

 

  ※予約は開催日の2日前の17：00に締め切ります。 

厚切りジェイソンの幸せな生き方 

地方創生の先進地・会津の今が熱い！ 

  日時 8月4日(土) 11：00～13：30 ／ 14：30～17：00 

  会場 福島テルサ しのぶ（福島市） 

  予約方法：「JICAボランティア 全国説明会キャラバン」で検索 

                https://www.jica.go.jp/volunteer/seminar/place/ 
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日本にいながらちょっと海外へ旅行気分！ 

            

 第2回は 「アメリカ」  
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 今回はアメリカテキサス州から来日し

ている、大学4年生のアラセリさんを講

師として迎え、テキサスの魅力を伝え

ます。 

カウボーイの文化と都会の文化がともに生きるテキ

サスに、ちょっと旅した気分を味わってみませんか。 

日時 8月1日（水） 10：00 ～ 11：00 

場所 会津稽古堂1階 クッキングスタジオ 

内容 アメリカのクイズ・ゲーム、レモネード作り 

    エプロンをご持参ください 

講師 アラセリ マルティネズさん 

定員 20名（参加無料／定員になり次第終了） 

申込・問合せ 当協会へ 

 9月23日（日）の会津まつりに向けて、鶴ヶ城を 

英語でガイドするための勉強会を行います。 

地
球
ち
ょ
い
旅 

日時  7月12日（木） 18：30 ～ 20：00 

場所  会津稽古堂3階 研修室7 

内容  テキサス州の文化について 

講師  アラセリ マルティネズさん 

定員  30名（参加無料／定員になり次第終了） 

申込・問合せ  当協会へ 

国
際
交
流
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル  

 フェスティバルサポーター大募集！ 
フェスティバルの準備・運営を手伝ってくださるボラ

ンティアを募集します。毎回150名以上の皆さんに

お手伝いをいただいております。当協会の会員の

有無に関わらず、ご協力いただける方ならどなたで

も大歓迎です。 

ご協力いただける時間帯だけでも結構です。 

★前日 9月29日（土） 13：00～19：00 
  備品搬入、会場設営、装飾など 

★当日 9月30日（日） 7：30～17：00 
  ブース補助、案内、後片付けなど 

★事前の企画準備の段階から、関わって頂ける 

  サポーターも募集しております。 

  詳しくは、協会までお問合せください。 

≪協賛金のご協力のお願い≫ 
フェスティバルをより充実した内容にするため、協賛金

を受付けております。みなさまのご協力、ご支援をお

願い致します。 

協賛金額   3,000円／一口  

          ※受付締切 9月20日（木） 

受付方法 お手数ですが、当協会事務所へご持参く 

       ださい。また、ご希望の方には振込用紙 

       をお送り致しますので、ご連絡ください。 

その他   3,000円以上ご協賛いただいた個人・団体 

        の方のお名前を、当日パンフレットに掲載 

        致します。 

★8月26日に鶴ヶ城で模擬ツアーをしながら実際のガイド研修を行います。詳細は8月号のFINEでお知らせします。 

夏にぴったり！冷たいレモネード  

「子どもだって、ちょい旅をしたい」という声に応

えて、小学生を対象に地球ちょい旅を行ないま

す。 

各国の人々との楽しい出会い、多様な文化に触れ合える2年に一度のチャンスです！ 

語学ボランティア勉強会 

日時：7月22日（日） 10：00 ～ 11：30 

場所：會津稽古堂3階 研修室1 

申込・問合せ 当協会へ 

☆フェスティバルのチラシを宣伝していただける 

掲示板やお店などございましたらお知らせ願います。 



第266号 

ホームスティを始めて8年になり、15カ国、25人の人達

を受け入れました。 

妻の友人が日本舞踊をやっているので、来た人達には

必ず見せています。初めて着物姿を見たと言って、興味

を持ってくれたり、色合いがきれいだと言って感心して、カ

メラやビデオを撮っていきます。「私のために来て踊ってく

れた」と感動してくれます。フランスの人には着物、帯、ぞ

うり等一式を友人よりプレゼントをして喜ばれました。 

ホームスティで来た人達から「今度は是非我が家に来

て下さい」と言われます。その中でベトナムへ、友人6人と

行ってきました。ホテルでの宿泊以外は、車で観光案内を

してくれ、食事等すべてをおごってくれて、帰りにはホテル

まで、沢山のお土産を持参してくれ、すばらしい接待を受

けました。 

ブラジルから来た人は、雪を見たことがないので、雪だ

るまを作ったり、雪の中へ寝そべって喜んでいました。半

そでのシャツしか持ってきていなかったので、長そでの

シャツとホッカイロを買ってあげ、ホッカイロの使い方を教

えたら驚いていました。                                                             

 

 

ヨルダンから来た人は、宗教の関係で肉類は食べられ

なかったり、酒も飲めない等食事制限があって、何を食べ

させて良いのか、苦労をした事も思い出の一つです。 

いろいろな国の人を受け入れた中で、言葉が通じない

事で苦労したけれど、お互いの国の歌を歌って盛りあが

り、心はどの国の人とも通じるのだと実感しました。今でも

メールやFacebook等で連絡を取り合い、友好を深めてい

ます。 

ホームスティを通して世界を身近に感じる様になり、テ

レビで見るいろいろな国を地図で探したりするのも楽しい

ひとときです。これからも健康が続く限り、ホームスティの

受け入れをやっていきたいと

思います。 

今まで3カ国へ行って来まし

たが、これからも海外へ行き

たいと思います。 

荊州市医療研修生受入＆歓迎会 

 会津若松市の友好都市である中国湖北省荊州市より、6月20日に3名の医療研修

生が来日しました。竹田綜合病院において半年間の研修を行います。どうぞよろしく

お願いいたします！ 

   ≪研修生≫ 

   鄧 東波 （とう とうは）さん／循環器内科 

   崔 鵬 （さい ほう）さん／整形外科 

   趙 健 （ちょう けん）さん／脳神経外科 

 医療研修生の歓迎会を、竹田総合病院、会津若松市日中友好協会と共同で開催

します。研修生にとって皆さんからの温かい言葉が何よりの励ましです。研修生との

交流をこの機会にお楽しみください。 

   日 時  7月13日（金） 18:30～ 

   場 所  山鹿クリニックレストランタイム 

   参加料  3,500円   申込み 7月11日（水）まで当協会へ 

記念講演会 永田リセ氏 

トンガ流 国際交流の極意 
 6月2日に行われた当会の定期会員総会後、記念講演として、トンガ出身の永田リセさんに、「海で

つながる、島でつながる」をテーマにお話をいただきました。 

 5月下旬にいわき市で開催された「太平洋・島サミット」のホスト役として、南太平洋諸国の首脳達を

おもてなししたリセさん。サミットが無事成功裡に終了した陰には、日本と南太平洋の両方の文化に

精通したリセさんの存在がありました。 

 県知事主催の島サミット昼食会では、何種類もの美しく調理されたおかずが詰められたお弁当が

出されたそうです。しかし、南太平洋では、何でも「丸ごと」お客様に出すのが最上級のおもてなしと

されています。例えば、豚の丸焼、大きなタロ芋、新鮮で大きな魚…。日本では、時間と手間をかけ

て調理し、美しく盛りつけた料理を出すのがおもてなしであることを、昼食会で同席した各国首脳達

に、リセさんは一生懸命説明したそうです。自分と異なる文化や価値観に違和感だけを覚えるので

はなく、文化の違いを理解し互いにそれを認め合うことによって、もっと良い関係を築いていけること

を表すひとつのエピソードとして、紹介してくださいました。 

 青年海外協力隊員だった永田氏と結婚して来日して以来、様々な苦労や喜びを乗り越え、「いわき

が大好き、福島大好き」と笑顔で話すその姿は、私たちに元気を与え、国際交流の良さを実感させてくれました。 

 最後に、トンガの民族衣装で、優雅な民族舞踊を披露してくださった姿もすてきでした。 

～遠藤ファミリー編～ 

FINE 

 

ジョシュア・トゥイーディーの 

My Aizu  
from My Eyes 

「会津の新たな発見！」 
 6月3日（日）、200人以上のみなさんと「ONSEN・ガストロノミーウオーキングin会津若松」に参

加しました。このようなイベントに参加するのは初めてだったので、今回の体験について話した

いと思います。 

 ニュージーランドにいたころ、ガストロノミーツアーのことは、聞いたことはありましたが、どうい

うものかは、よくわかりませんでした。「ガストロノミー」には、いろいろな意味がありますが、特に

文化と料理に関係し、地方の料理の仕方や美味しい食べ方などに注目するものです。会津でも

文化と料理は、とても大切なもので、ツアーに参加するのをとても楽しみにしていました。 

 最初に飯盛山に向かいました。そこでのごちそう（ごっつお）は、会津地鶏スープ。そこから東

山温泉までの7キロのウォーキングの間に、各チェックポイントで漬物や、ベーコンアスパラ、大

好物のソースカツ丼など、会津の料理を楽しむことが出来ました。会津の地酒も味わうことがで

き、暑い当日にはぴったりでした。歩くのは、大変でしたが、会津の秘密の場所を知ることが出

来ました。一番気に入ったところは、松平家の墓所です。東山にあるとは知りませんでした！こ

のツアーのおかげで山にひっそり隠れている史跡を訪れることが出来ました。 

 みなさんも機会があれば、ぜひガストロノミーツアーに参加してみてください。友だち、食べ物、そして文化…これ

以上何を望むことがあるでしょう。 

 現在、私が住んでいるノースカロライナ州シャーロット

市は米国南東部に位置しています。州都はローリー

（Raleigh）市で、州面積は14万k㎡（北海道と東北地方を

合わせたぐらい）で、人口は約965万人（うち在留邦人は

約6,500名）です。人種構成は白人68.5%、黒人21.5%、ヒ

スパニック8.4%、アジア系2.2%、ネイティブ・アメリカン1.3%

です。自然も多く、家具の生産地としても有名で、農産

物ではタバコの生産量が全米第１位です。 

 シャーロット市は全米有数の金融機関であるバンク・

オブ・アメリカが本社を置く都市で、ニューヨークに次ぐ

金融都市として発展し続けています。人口は73万人で

同州最大、市の名前の由来は、英国ジョージ3世の王妃

シャーロットに因んでいて、クイーン・シティー（Queen 
City）の愛称で親しまれています。 

  私は2012年から住んでいますが、人口の急増によりア

パートなどが次々と建設されており、路面電車の線路も

拡張され、日々街の姿が変わっていきます。しかし、美

しい自然も残っていて、四季折々の姿を見せてくれま

す。 

 私は新緑が美しい春が一番好きです。夏は太陽の光

が眩しく、蒸し暑いですが、一歩屋内に入ると、寒いほ

ど冷房が効いているので、上着やストールが欠かせま

せん。街で会う人々は概して明るく親切で、「Southern 

Hospitality」という言葉がある通り、南部に住む人たちの

温かいおもてなしに感動することがあります。日頃、エレ

ベーターやレジで待っている時でも、何気ない会話をし

て楽しんだり、重そうな荷物を運んでいる人を見ると、必

ずと言っていい程「手伝いましょうか。」と自然に聞いてく

れたりします。しかし、車のハンドルを握ると、この

「Southern Hospitality」はどこへ行ってしまったのかと思

うほど、運転が荒いです。方向指示灯を見せる人はま

れで、四車線ある道路の一番左から右の車線まで一気

に移る人がいたりします。まさに「我が道を行く」です。こ

こだけは真似をしないように心掛けています。 
 

第59回 

 Yokono Yukiko   

 横野 由起子 さん 

当協会日本語ボランティアで活躍された横野さんは、現在、アメリカノースカロ

ライナ大学シャーロット校で日本語教師として活躍中です。 


