
1 木 18:30 日本語会話教室（夜間） 

2 金 10:00 日本語会話教室（午前） 

3 土 休館日 

4 日 休館日 

5 月 休館日 

6 火 
13:30 日本語サロン 

18:30 地球ちょい旅（イラク） 

7 水  

8 木 18:30 日本語会話教室（夜間） 

9 金 10:00 日本語会話教室（午前） 

10 土 13:30 ハローワールドクラブ 

11 日 
10:00 子ども日本語ひろば 

10:00 語学ボランティア研修会 

12 月 休館日 

13 火 13:30 日本語サロン 

14 水  

15 木 18:30 日本語会話教室（夜間） 

16 金 10:00 日本語会話教室（午前） 

17 土 13:30 ハローワールドクラブ 

18 日 休館日 

19 月 休館日 

20 火 
13:30 日本語サロン 

18:30 幹事会 

21 水  

22 木 18:30 日本語会話教室（夜間） 

23 金 休館日 

24 土 

10:00 日本語ではなそう 

13:30 ハローワールドクラブ 

13:30 FINE発送作業 

25 日 10:00 子ども日本語ひろば 

26 月 休館日 

27 火 13:30 日本語サロン 

28 水  

29 木  

30 金 10:00 日本語会話教室（午前） 

11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 

  会員皆さまへの情報紙「FINE」「JTF」「窓」の発送作業を、楽しくお

話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  11月24日（土） 13:30～  

情報誌発送お手伝いのお願い 

初心に帰って日本語教授法を学んでみませんか？ 

日 時  11月17日（土） 10:00～16:00 

場 所  福島県国際交流協会 （福島市舟場町2-1） 

対 象  活動歴1年以上の方  

定 員  20人 ※参加料は無料です 

講 師  加藤早苗さん、齋藤美幸さん、椿文緒さん 

申込・問合せ （公財）福島県国際交流協会  

   ※氏名、連絡先電話番号、所属日本語教室（あれば）を明記して、 

         FAXまたはE-mailにてお申込ください。 

      TEL 024-524-1315 FAX 024-521-8308 

日本語ボランティア研修会 

    毎週木曜日18:20～18:25    毎週水曜日18:30～18:35 

 当協会では、ＦＭ会津の「イブニング愛´s」で放送されている「地球

まるっとテレポート」と「ハロー！AIZU」のコーナーを担当しています。 

11月7日（水）から、「地球まるっとテレポート」の放送時間が次のよう

に変更となります。 

        

   

 

 ハロー！Aizuは今まで通り以下の放送時間です。 
 ※毎週火曜日18:30～18:35 （※毎週金曜日(再) 8:20～8:25） 

変更前                   

FM会津放送時間変更のお知らせ 

変更後                  

  「外国出身者コミュニティでの日本語講座」 
 興味のある学習者の方がいらっしゃいましたら、教室でお声かけお願

いいたします。 

１．防犯の日本語講座  10月28日（日） 10：30～  

                カトリック松木町協会（福島市松木町4-2） 

２．救命救急に必要な日本語  

  11月11日（日） または 25日（日） 13：00～ 福島県国際交流協会  

  11月18日（日） 13：30～ 関柴町いこいの広場（喜多方市関柴） 

３．ごみの分別に必要な日本語 12月9日（日） 13：00～ 

                     二本松市（未定） 

  詳しくは、福島県国際交流協会 日下部までお問合せください。 

10：00 開会 

10：10～ 講座1「生活者としての外国人」にとっての異文化受容 

11：40～ 休憩（各自昼食をご準備ください） 

12：40～ 講座2 やさしい日本語～「伝わる」伝え方～ 

14：20～ 講座3 会話を引き出す教授法 

    ～ことばのキャッチボール～ 

16：00 閉会 

 会津若松市の友好都市中国荊州市から6月に来日した3名の研修生が、竹田綜合病院での半年間

の研修を終え、12月半ばに帰国することになりました。そこで、日本家庭のあたたかいおもてなしを体

験させてくださるホストファミリーの募集と、ささやかな送別会を開催します。 

              【医療研修生】 

              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 

ホストファミリー募集 ＆ 送別会 
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 今年4回目のちょい旅は、JICA青年研修事業でイラクから来日している観光分野に携わる青年たちを

講師として迎え、イラク文化の魅力をお伝えします。メソポタミア文化発祥の地、イラクの歴史や観光、

おすすめスポットなどを紹介します。古代文明の文化遺産が多く残るイラクに、ちょっと旅した気分を味

わってみませんか。 

 「イラク編」                   

日時  11月6日（火） 18：30～20：00 

場所  会津稽古堂3階 研修室1 

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 

※各事業実施に伴う写真撮影及び掲載許可について（お願い） 事務局が皆様の活動の様子を撮影し、情報紙やホームページ 

 等に掲載する場合があります。掲載されたくない場合はお申し出ください。 

            

              第10回 にほんごではなそう 

次回は12月9日（日）に 

モンゴル編を開催します。 

詳しくは12月のFINEをご覧ください！ 

お楽しみに！ 
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 日本語学習者による日本語学習会を開催します。

日頃、一生懸命日本語学習に取り組んでいる外国出

身者が、家族のこと、友達のこと、出身国のこと、日本

の生活のことなど、自由なテーマでスピーチします。 

このような機会に、たくさんの方々に日頃の学習の成

果を聞いていただくことが、日本語学習の大きな励み

となります。ぜひ聞きに来てください。 

日 時  11月24日（土） 10:00～12:00 

場 所  会津稽古堂3階 研修室5・6 

参加料  無料 

 

※発表会終了後は交流タイムを企画します。 

外国出身者の方々とお茶を飲みながら、楽しい

おしゃべりタイムをお過ごしください！ 

【ホストファミリー募集】 
医療研修生3名のホームステイを引き受けてくださるご家庭を

募集します｡ みなさんとの交流をとても楽しみにしています。 

期   間    11月30日(金)夕方 ～12月2日(日) 2泊3日 

募集家庭   3家庭（1家庭1名お願いします） 

内   容    研修生のホームスティ受入れ 

謝   礼  食費程度の謝礼をお支払いします。 

申   込  11月15日（木）まで当協会へ 

 【送別会】 
研修中にお世話になった皆様、研修生の 

これからの活躍に期待を寄せている皆様、 

ぜひご参加ください！                

日 時  12月7日（金） 18:30～ 

場 所  山鹿クリニック内 レストランタイム 

参加料  3,500 円      

申込み  11月30日（金）まで当協会へ      

友
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 Takao Aoyama 

 青山 孝男 さん 

  私が協会に携わったきっかけは、外国出身の方と交流をし

たいという思いから、日本語ボランティアとして活動を始めま

した。当初日本語を話せるから外国の方に教えるのは簡単

なことだと思っていましたが、日本語の深さや難しさに加え

て、学ぶ楽しさ、教える楽しさが日々増したことを思い出しま

す。 

現在代表幹事として3代目になりますが、幹事会は月１回

開催されており、事務局より協議事項が提案されます。その

中で幹事の私たちは、質問や意見を伝え、最終的に承認さ

れた内容がFINEに掲載されます。以前は国際交流フェスティ

バルは毎年実施されていましたが、現在隔年になったのも幹

事会で決定した経過があり、非常に責任のある立場だと思っ

ています。各国の文化紹介や交流について身近に感じること

が多く、協会とつながってこられたと思います。一緒に頑張っ

ていく仲間とつながりながら、これからも健康で元気で協会を

支えていきたいと思います。 

 私はもうひとつのボランティアとして、ワイズメンズクラブ

で活動しています。このクラブは青少年育成団体である「ＹＭ

ＣＡ」の活動を支援することを第一の目的として、地域・国際

社会に奉仕する国際的なボランティア団体です。年間の活動

の中にはＴＯＦ（Time of Fast）の月があり、 「断食の時」とも

呼ばれます。世界の飢餓に苦しむ人々の苦しみを覚えるとと

もに生活の向上を 支援するため、例会の食事を抜きにし、そ

の分の金額を国際に献金して途上国での開発事業に捧げる

活動です。 

数年前の正月に放送された『大使閣下の料理人』という新

春ドラマの後半に、日本大使の自宅にベトナムの高官を招き

食事をふるまった際に、コースのメインメニューは空の皿が出

されて、「これはただのお皿じゃないですか」とベトナム大使

が尋ねると、日本大使は「私たちがベトナムで得た全てのお

もいをこの皿に盛り込みました。この一品にはホーチミン主席

のことを素材にしました」という一幕がありました。 

1945年9月にベトナムの大飢饉の前に、ホーチミン主席は

こんなことをおっしゃたそうです。「愛する同胞の皆さん飢饉

は日に日に悪化の一途をたどっています。そこで私は、全国

の同胞の皆さんに提案があります。十日に一度一回の食事

を抜きましょう。一ケ月に３度の食事を抜きましょう。そしてそ

の米を貧しい人を助けるために持っていきましょう。皆で助け

合えば餓死はまぬがれる

と」・・・ 

 毎年２月はＴＯＦで食事を

質素なものにし、ワイズの活

動とホーチミン主席のことば

を覚えながら迎えています。 

 協会設立当初からボランティアとして関わり、今も変わらず協会で

多方面に渡り活躍されています！ 

第61回  10月10日より14日まで荊州市訪問団18名の一員として参

加して来ました。今回の荊州訪問団は、荊州市、武漢市の

観光と併せて、会津若松市と友好関係にある荊州市を 

公式訪問するという大事な機会に参加できた事は、大変に

意義のある事と思います。 

 観光においては、武漢市にある三国志で有名な三国赤壁

古戦場、拝風台、周瑜像等の見学。三国志が好きな私に

とっては、一度は行って見たい所だったので大変に感動しま

した。 

 観光後、武漢市から荊州市へ向かった時に感じた事は、移

動するのに高速道路で4時間以上（約200kmの距離）かか

り、中国の国の大きさ、広さにはびっくりしました。（一つの市

から他の市に行くのに日本だと、他の県に行くのと同じ位の

距離がある） 中国では今、高いビルが建設中で経済の発

展を目のあたりにして来ました。 

 荊州市との交流については、竹田綜合病院が荊州市から

研修のために医師を受け入れている事から、荊州市第一病

院主催による歓迎会に招かれたり、会津若松市と荊州市が

協力して整備した「会津園」「あずまや」「さくらの植栽地」等

を見学。 

 

又、訪問団全員で荊州市を表敬訪問。唐副市長を始め、関

係者が出席し、会津若松市室井照平市長の親書を手渡しま

した。 

夕方からは、荊州市との晩餐交流会に出席。 

日本の歌を披露し大変に盛りあがったそうです。実は、私だ

けは昨年我が家にホームスティで来た家族に招待され、別

の場所に席を設けてくれて、盛大に歓迎されました。 

又、5年前に竹田綜合病院に

研修に来て我が家にホーム

スティで泊まった、荊州市中

心病院の龑（ゴン）さん夫妻

にも会う事が出来、生涯の思

い出となりました。 

 協会には、中国との連絡を

取っていただきありがとうござ

いました。今回の交流を通し

て、中国が身近に感じたの

で、日中交流友好の絆を更に

深めて行きたいと思います。 

会津若松市日中友好協会荊州市訪問団に参加して 
                  － 遠藤 善一 さん ー 
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 先月、私は幸運にも今年の会津藩校行列に参加することができました。    

 今回私は、ヘンリー・シュネルの兄弟であるエドワードシュネルとという特別な役で

参加しました。大変疲れましたが、とても楽しい思い出となり、たくさんの人と挨拶がで

きました。 

  今年の行列は戊辰戦争から１５０周年だったので、特別なものでした。でも、会 

津の人は敗者なのにどうしてこの行事を祝うのか気になっていました。戦争について

調べてみると、おどろいたことがありました。会津はこの戦争に負けたとはいえ、負け

たからこそ今の会津があるのだと知りました。悲惨な戦争の傷跡から、以前よりもい

い街にすることができたのではないでしょうか。会津の人々は、勝利や敗北に関わら

ず常に前を向いて、自分たちのルーツや存在意義を忘れないことが必要だと感じ、

150周年を単に祝うのではなく、今日の会津があることに貢献した人々の記念日にしたのではないでしょうか。 

  同じように、ニュージーランドでは、毎年４月２５日にANZACの日を祝います。ANZAC(アンザック)はAustralia and New 

Zealand Army Corps(オーストラリア・ニュージーランド軍団)の略で戦争で亡くなったオーストラリアとニュージーランドの

人々を追憶する記念日です。ANZACの日は、第一次世界大戦でのガリポリの戦いの後に制定されました。ニュージーラ

ンドとオーストラリアにとっての最初の大きな戦いであり、結果は敗戦でした。その日は国のために最大の犠牲を強いら

れた人々を追悼するものです。まさに藩校行列と同じです。 

  私たちは過去や過去の失敗に学ばないと、より良い未来に進むことはできません。このような理由で、今回の藩校行

列に参加することができ、大変光栄でした。 

My Aizu  
from My Eyes 

ジョシュア・トゥイーディーの     エドワードシュネル のジョシュアさん！ 

 近年異常気象とも言われる中、今年は集中豪雨や大型台風、大きな地震など、全国各地で 

甚大な被害がありました。被災された方々の中には外国出身の方もおり、体験したことのない恐怖 

の中、「日本語がうまく話せない」、「避難所はどこにあるのか」、「どうしたらいいか」など大きな戸惑いを感じた人も多かった

と聞きました。東日本大震災を経験した私たちだからこそ、助け合いの輪を広げて、日頃

から地域に住む外国出身の方々と積極的にコミュニケーションを取り、お互いの文化を理

解し合いながら助け合うことがとても大切です。  

 そこで、個人としてそして国際交流協会として、普段からできること、災害時にできること

をいくつかあげてみました。 
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国際交流協会として 
外国人被災者の状況把握に努めます。 

通訳や翻訳のお手伝いをします。 

多言語で情報提供できるよう、報道機関と連

携を図ります。 

外国人被災者のいる避難所へ多言語表示な

どを行います。 

在住外国人と災害について 

個人として 

日本語があまりできない外国人とも積極的にコミュニ
ケーションを取り、情報を伝えましょう。 
  例えば 絵やジェスチャーを使ってみましょう。 

  ゆっくりやさしい日本語で話しましょう。 

  通訳できる人を探してましょう。 

外国人の宗教や文化的な背景を理解して、避難所など
での共同生活でも受け入れましょう。 
  例えば宗教的な理由で豚肉や牛肉などを食べない人もいます。  

  肉だけでなく、卵、牛乳、チーズなど動物由来のものを全く食  

  べないベジタリアン（菜食主義者）もいます。   

  礼拝を毎日欠かさない人もいます。 


