
1 土 13:30 ハローワールドクラブ 

2 日 休館日 

3 月 休館日 

4 火 13:30 日本語サロン 

5 水  

6 木  

7 金  

8 土 13:30 ハローワールドクラブ 

9 日 
10:00 子ども日本語ひろば 

10:00 地球ちょい旅（モンゴル） 

10 月 休館日 

11 火 13:30 日本語サロン 

12 水  

13 木  

14 金  

15 土 13:30 ハローワールドクラブ 

16 日 休館日 

17 月 休館日 

18 火 
13:30 日本語サロン 

18:30 幹事会 

19 水  

20 木  

21 金  

22 土 
13:30 ハローワールドクラブ 

13:30 FINE発送作業 

23 日 休館日 

24 月 休館日 

25 火  

26 水  

27 木  

28 金  

29 土 年末年始休業 

30 日 年末年始休業 

31 月 年末年始休業（～1月3日） 

12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 

法律講座 ～「外国人労働者の相談事例
から円満な人間関係を考える」 

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  12月22日（土） 13:30～  

情報誌発送お手伝いのお願い 

世界の現状や多様性、国際協力、環境問題などについて、クイズや

ゲーム、グループディスカッションなどを通じて体験的に学ぶ講座を、

皆さんのところに出向いて実施します。学校の授業や公民館などの

講座、イベント、企業の研修など、さまざまな機会にご活用ください。 

申込み・問合せ  （公財）福島県国際交流協会  TEL 024-524-1315 

 国際理解出張講座 

“日本語パートナーズ”派遣事業 

“日本語パートナーズ”派遣事業は、日本語教育支援の中核事

業として幅広い世代の人材をアジアの中等・高等教育機関などに

派遣し、現地日本語教師と日本語学習者のパートナーとして、授業

のアシスタントや、教室内外での日本語・日本文化紹介活動を行い

ます。 

実施機関  国際交流基金アジアセンター 

派遣先機関  インドネシア、ベトナム、フィリピン、カンボジア 

応募要件  満20歳から満69歳、日本国籍を有する日本語母語話者 

応募締切  12月11日（火） 郵送必着(持込不可) 

問合せ    国際交流基金アジアセンター 日本語事業第２チーム 

                 TEL  03-5369-6136   Email  nihongopartners@jpf.go.jp 

※詳細は、ホームページをご覧ください。  http://jfac.jp/partners 

 外国出身の方の存在が私たちの身近になりつつある現状を踏ま

え、日頃外国人労働者の相談を受けている外国人労働者弁護団の

弁護士から、起こりうるトラブル知り、雇用主の方々が外国人労働者

に対する知識を深め、問題意識を高めることでトラブルを未然に防ぐ

ことができます。 

ぜひ、ご参加ください！ 

日  時    平成31年 1月18日（金） 13：30～15：30 

場  所  いわき産業創造館 セミナー室A+B（ラトブ6階） 

講  師  弁護士 樋川 雅一氏 

対  象  外国人労働者雇用事業者、商工関係者、 

       関連行政各課など 

参加費  1,000円 

申込締切 平成31年1月10日（木） 

募集人数 定員30名 

申込・問合せ 公益財団法人いわき市国際交流協会  

         TEL 0246‐22-7409 FAX 0246-22-7581 

                    Email: info@iia-fukushima.or.jp 

           子ども日本語ひろば 

        年末年始休業のお知らせ 

 当協会事務局は、12月29日（土）～1月3日（木）まで年末年始休業のため閉館となります。 

 新年は1月4日（金）から平常通り（9:00～17:45）開館いたします。 

 

           ≪ 来年もどうぞよろしくお願い致します！ ≫ 

 日本での生活や学校に必要な日本語の学習をサポートします！ 

 FINE 
会津若松市国際交流協会 情報紙 

Freedom/International/Necessity/Experience 
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※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。 

  

お友達、ご家族、同僚の方々など･･･ご紹介下さい！ 問合せ･申込は当協会事務局へ！  

    会津若松市国際交流協会では会員を募集しています。会員の方には、情報紙FINEを毎月お送りします。 

   Like what you see in these pages? Why not receive news (English information in Just The Fax) and opportunities   
 every month as a member? 
    欢迎你加入会津若松市国际交流协会｡ 每月我们将为每位会员邮送中文或日文的信息报纸。 

  아이즈와카마츠시 국제교류협회에서는 회원을 모집하고 있습니다. 친구분들, 가족분들, 회사동료분들을 소개해 주시기 바랍니다.   
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日時  12月9日（日） 10：00 ～ 11：30 

場所  会津稽古堂3階 研修室1 

内容  モンゴルの文化紹介 

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 

日本にいながらちょっと海外へ旅行気分！ 

 今回は会津大学留学生のオノンバヤスガランさん

を講師として迎え、モンゴルの歴史や文化などの魅

力をたっぷりお伝えします。 

 700年前モンゴル帝国を築いたチンギス・ハン、 

ゲルと呼ばれるテント、モンゴルの食べ物やことば

など盛りだくさんご紹介します。 

 豊かな草原の国モンゴルにちょっと旅した気分を

味わってみませんか？ 

日  時  毎月第2・4日曜 10:00～12:00 

場  所  当協会 

対  象  外国にルーツをもつ小学校１年生～18歳までの子ども 

内  容  日本語指導経験や教員経験のあるボランティアが、学校の教科書やゲームなどを使って、 

       子どものレベルに合わせて、日本語の学習をサポートします。 

参加費   1,000円／年 （保護者の方は当協会への会員登録費2,000円が必要です） 

申込み  当協会へ 

子
ど
も
日
本
語 

第5回は 「モンゴル」                   



FINE 

 

 10月30日（火）から11月8日（木）の10日間、独立行政法人国際協力機構（JICA）の青年研修で、イラクから9名の青年を

受け入れました。観光振興を学ぶため、都内を皮切りに、鎌倉で観光のボランティアの活動、裏磐梯でのエコツーリズ

ム、湊地区での行政との連携、県や市の観光の取り組みなどのプログラムを実施しました。週末のホームスティでは、一

般の家族とも交流し、日本の家族とともにたくさんの思い出ができたようです。 

 地球ちょい旅では、協会初のイラクの文化を紹介いただきました。メソポタミア文明発祥の地で、数多くの歴史遺産が

残っていますが、見つかっているのは、ほんのわずかとか。クルド地区や、バグダッド周辺、南部など、それぞれの地域

での言葉や、文化の特徴をお話しいただき、生のイラクの姿と人々の様子が伝わってくる貴重な時間となりました。研修

生たちからは、「日本そして福島を訪れ、歴史や自然のすばらしさ、人々のあたたかさを体験する機会に恵まれました。 

また制度や規律の正しさなど、多くを学びました。福島もイラクも復興のために進んでいるのは同じです。皆さんもぜひイ

ラクにお越しください」の言葉が印象的でした。 

市長表敬 

鶴ヶ城見学 

湊地区での農業体験 

鎌倉 

東京エアトラベル・ホテル専門学校 

修了証書授与 
高徳院 

鶴岡八幡宮 

 アラビア語と日本語、話す言語は

違っていても、お互いの心は通じ合

い、とても楽しい送別会となりました。

最後はイラクの音楽に合わせて一緒

にダンスを楽しみました！ 

         ―事務局からの一言 

生き仏さまと歩いた道＿インド・ラダックの旅③ 
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 インドの「秘境」ザンスカールの旅の目的のひとつが、山奥にあって徒歩でしかたどりつけないチベット仏教の僧院 

（プクタル・ゴンパ）を訪れることでした。チベット仏教にくわしい同行の友人が、ぜひとも行きたいと熱望した場所。 

「2泊3日かけて歩くけれどゆっくり行くから大丈夫」という話でしたが、彼女とてはじめてなので、行った人の話やネットの

情報がたより。案内役として、ホームスティでお世話になったティンレイさんが、ついてきてくれたのは心強かったのです

が、地元民の彼はゆっくり歩いているように見えて、むだのない足の運びはけっこう速い。どこまでも続く、上ってはお

り、再び上りかえす、すべりやすい石だらけの道と、標高4000mの空気の薄さに、私の体はすぐにねをあげます。少し歩

いてはすぐ休む（泣）のくり返し。しんぼう強く待ってくれるティンレイさん。この日はたまたま南インドにふだんお住まい

の「生き仏」（ダライ・ラマが有名ですが、他にも数人おいでのようです）が、私たちの目ざす僧院で法要をするために、

同じ道を歩いておられました。途中、美しく飾りたてた馬が何頭も待っていたので、てっきり乗っていくのかと思ったら、

大柄な「生き仏」さまは、お供をたくさんひきつれて、全行程を歩

き、さらに又峠をこえて別の僧院へも行かれるとかー。 

 

 インダス川に流れ込む急流に沿った崖道は、足をすべらせたら、

この世とオサラバに違いなく、木はほとんど生えていませんが、ピ

ンク色の一重のバラがところどころ岩の上にたくましく根をはって

います。やっとたどりついた僧院は、垂直にそびえたつ高さ数

100mの断崖にへばりつくようにして建ち、内部は迷宮のように上

下左右にのびています。ここでティンレイさんと同名で知人の修行

僧が暮らしているというので、巨岩の間に建てられた土造りの僧坊

を訪ねてみると、6畳ほどの居間兼書斎兼寝室と、となりに台所が

あり、さっそくお茶をいれてくれました。外見とはうらはらに、明るく

て小じんまりした空間は居心地がよくておちつきます。断崖の途中

にあいた巨大な洞窟に作られた不思議な本堂も拝見し、ここを出

ると又一泊の帰り道が待っています。 

 翌日は泊まった宿の馬にのせてもらって楽をしましたが、何かと

気をつかってガイドをつとめてくれたティンレイさんが、だんだんと

生き仏さまのように思えてしまった（過酷な）歩く旅だったのでした。 

 

          ☆苦労したこと  
・食べてくれる量が少なくて、あまり口に合わなかったのか 

 心配した。 

・イスラム教の国ということで、食事の制限があり、 

 日本食をあまり喜んでもらえなかったのが残念だった。 

☆楽しかったこと 
・アラビア語は横書きで右から左に書くのを知って興味深い。 

・積極的に会話をしてくれた事と家族思いであったこと。 

・意外に普通の青年で、スマホを離さないのは万国共通！ 

・自分たちの思っていたイスラムとはまったく違ったところ。 

・言葉の壁はあっても、楽しく交流できたこと。 

・日本舞踊を見て大変に喜んでくれた。イラクのリズムの良い 

 ダンスを踊ってくれ盛り上がった。 

・アラビア語の対応はスマホによってスムーズにできた。 

          ☆全体の感想 
・イラクの国の諸事情を思うと複雑な気持ち、 

 はやく平和な時代が来るのを願う。 

・顔に似合わずやさしい面が多く見受けられた。 

・性格が明るく、イラクのソフトな面が知れてよかった。 

・初めてのホームスティで不安だったが、「日本のお父さん、 

 お母さん」と言ってくれて嬉しかったし感謝したい。 

 引き受けて良かった！ 

・一緒にナメコ採りをしたことが、一番の思い出になった。 

・異国の方と心が通じ、とても感動できた。 

 今回は最高の経験だった。別れ際が悲しかった。 

・日本がとても好きになり、再び日本へ来たいと 

 言ってくれた。 

JICAイラク青年のホストファミリーからの 

     感想を紹介します！ 


