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昨今世界での日本人気は、実は日本人が思っている以上らしく、Japan Foundation（国際交流基金）によると、世界各国で
日本語教育を行っている機関は、この30年で機関数、教師数は約15倍、学習者数は30倍にもなっているそうです。
日本語への興味は、日本のアニメやポップカルチャーなど文化面や、自動車や家電などの高品位な工業製品によるもの、あるい

は日本の治安の良さや整った衛生環境などまで様 な々要因が挙げられるようです。
国内で『国際交流』という事がしきりに言われるようになった頃は、日本にもグローバルスタンダードを導入せよと、言われた時代

でした。しかし今日では、『グローバルスタンダードは日本から』、と言えるものも少なくないように思えます。
にも関わらず、私たちの日常生活はまだまだ幸福感が希薄で、将来に対してはさらに悲観的な話を多く耳にします。

夏休みになると、お盆や終戦記念日に際して日本人のアイデンティティが取り沙汰されることが多いですが、日本の大東亜戦争への関わりが植民地化
された多くの東南アジア諸国を独立に導くきっかけとなった史実を考えると、マスコミが好む被虐的な一方的な歴史観にとらわれず、史実に忠実な歴史
観を確認することも大切なことだと思います。
富岡製糸場は世界の文化発展に寄与したことにより世界遺産の称号を頂きましたが、一方で東洋で唯一植民地化されずに済んだ日本の経済力

創生の原動力であったことも事実です。
『夏草や兵（つわもの）どもが夢のあと』、世界遺産の先輩格である奥州平泉での芭蕉の句、概ね300年前の元禄年間の夏は江戸川にも鮭が登って
いたとのこと、江戸時代の人は今よりも涼しい夏をすごしていたのでしょうか。

地域国際交流随想 富岡市国際交流協会 会長  赤石  純
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日本語スピーチ発表会に参加したみなさん。
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平成26年度 富岡市国際交流協会定期総会開催

日本語スピーチ発表会

ヴァンヴェールに於いて定
期総会を開催し、平成25年度
事業報告・決算報告、平成26
年度事業予定案・予算案、す
べて承認されました。
新富岡市長岩井賢太郎氏

にも最高顧問としてご出席い
ただき、当協会の新役員・理事
が承認され、新体制がスター
トしました。

今回は中国、インドネシア、フィリ
ピンからの11名が様 な々民族衣装
を身にまといそれぞれの思いを発
表してくれました。慣れない日本で
の生活の中で困っていることや文
化の違い、「幸せとは何か」という改
めて大事なことに気づかせてくれ
たような胸を打つスピーチもあり、
すべて大変素晴らしいものでした。

■発表者
《中国》
・藩  笑影
・劉  洋洋
・陳  秀蘭
・劉  洪孟
・張  徳鋒
《フィリピン》
・ジョビリン  カアクバイ
・マリサ  レガスピ  ブラガ
・ジョイ  カバリエロ
《インドネシア》
・ユスフ  ジャマルディン  ナジル
・アディティヤ  チャトゥル  ヌグラハ
・アジズ  ゼゼン  フィルマンショレ

ユスフ さん (インドネシア)

張　徳鋒 さん（中国）

5月25日(日)

私は初めて日本語スピーチに参加しま
した。とても嬉しかったです。
日本語スピーチは頑張りました。すごく
上手でした。私はみなさんの日本語が羨
ましかったです。
スピーチを応援してくれた人がとても
多かったです。私はすごく緊張しましたが、
皆さんから自信をもらいました。心が落ち
着きました。最後までうまくいきました。
今回のスピーチはいい経験になりまし
た。そしていい思い出になりました。私に
とって日本語は難しいですけど、おもしろい
です。先生たちと話しながら勉強していま
す。これからも私は一生懸命日本語を勉強
します。先生達、これからもよろしくお願い
します。

スピーチのとき、初めはとても緊張した
けどいい経験になりました。富岡市長さ
んやいろんな人と会えてそれもいい経験
です。
最後にみなさんと一緒においしいものを
食べられて嬉しかったです。
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平成26年度 上半期事業報告

これから実施・参加する事業のご案内

新役員理事名簿

■役員
最高顧問  岩井賢太郎 富岡市長
顧問  大手　治之 県議会議員
顧問  佐々木　功 市議会議長
相談役  野村　圀典 
相談役  小堀　良夫 
相談役  今井　秀典 
会長  赤石　　純 
副会長  松井　則幸 
副会長  高間　孝行 
副会長  須藤千賀子
総務部会長  磯貝　勇人

総務副部会長  小林　　進
総務副部会長  小越　　康 
事業部会長  大橋　　了 
事業副部会長  荻野　孝幸 
事業副部会長  田島　弘子
■監事
佐藤　真一 
浦野　君子
■理事
武井　哲郎 　富岡商工会議所
青栁　ふじ 　富岡市婦人会
藤巻　　宰 　富岡ロータリークラブ

尾高　清文 　富岡中央ロータリークラブ
嶋田　佳幸 　富岡かぶらロータリークラブ
影森　茂正 　富岡ライオンズクラブﾞ
黒澤　賢治 　甘楽富岡農業協同組合
杉山　郁子 　富岡文化協会
佐藤　和男 　富岡ユネスコ協会
齋藤　公昭 　富岡青年会議所
斎藤俊由紀 　富岡市中学校長会
松井　　勉 　富岡市小学校長会
大河原美和子 
金田　康子 
小林　　智

齋藤　秀瑛
佐々木四郎 
佐藤　克佳 
佐俣　福艶 
下田貴美子 
高柳　昌弘 
三田　元美 
須賀　正浩 
黛　智恵子 
三木めぐみ 
矢野　英司 

（順不同・敬称略）

富岡製糸場世界遺産登録パレード参加
6月21日(土)
日本語学習者と共に富岡小
学校から富岡製糸場まで行
進。悪天候ではありました
が、記念すべき時に立ち会う
ことができ貴重な経験となり
ました。

とみおか夏まつり
7月26日(土)
駅前広場に出展し、ベトナムスト
リートチルドレン職業訓練品と
ハニーココナッツを販売しました。
汗が止まらない暑さの中、ご協力
いただいた方々ありがとうござい
ました！

観桜会
4月5日(土)
まだ少し肌寒さの残る中、満開の桜のもとベトナムストリートチルドレン
職業訓練品の販売をしました。

日本語ボランティア研修会
5月22日(木)
AJALT（国際日本語普及協会）の松尾先生にお越しいただき、今回は
「会話を発展させる工夫」と題しまして、学習者数名にも来てもらい研
修会を行いました。多言語目次とリソースを用いて、日常の様々な場面
での日本語の使い方、使われ方をグループに分かれ再現したりしまし
た。学ぶ側、教える側にとっても実践的な研修会になりました。

10月18日（土）・19日（日）　富岡どんと祭り
18日の山車と踊りの競演に参加、富小校庭でのテント村に出展します。
11月3日　妙義ふるさと祭り
11月8日　子ども祭り
1月or3月   国際交流研修旅行 （行き先未定）
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新規会員リスト（順不同・敬称略）

詳しくは富岡市国際交流協会事務局へ ☎0274-62-1511〈富岡市役所 内線1463〉

FRIENDS FOR STREET CHILDREN

個人
新井　綾加
石 井 　 潤
小實　彩愛
田村　裕子
月田　貴子

黒 川
神 成
下仁田
富 岡
黒 川

WELCOME
法人
㈱ ア ー ク
㈲西毛労務
管理事務所

上丹生
中高瀬 富岡市国際交流協会で外国人のみなさんと

楽しく交流しましょう。

日本語ボランティア募集中！

◆入会方法／所定の申込用紙に年会費を添えて事務局へ
◆会費等／入会金なし　個人年会費   1,000円　団体年会費  5,000円　法人年会費 10,000円

会員募集

近隣に在住する外国人に、生きた日本語をレクチャーする

詳細はお問い合わせください。

外国人に日本語や日本文化を教えるボランティアをしませんか。
活動日：木曜日午後７時～８時３０分   場所：富岡市生涯学習センター
１ヶ月に１回以上活動できる方で、協会の研修に参加できる方を募集します。

クラスで3番目に成績優秀のハンちゃん15歳、いつも
お母さんと一緒のチュン君12歳から手紙が届きました。
二人ともおとなしく優しい性格で、家族の為に一生懸命
勉強をしているようです。
写真は6月3日に行われたダムセンウォーターパークに

て、FFSCに所属する約1200名の子ども達が一斉に集う、
恒例の合同遠足のときのもの。開会式では各センター代表
の子ども達の踊りやパフォーマンスが披露され、一年間の
成績優秀な子ども達の表彰式も行われたそうです。
その後、各々に水遊びをたっぷり楽しみ、午後３時には
閉会式が行われました。
開会式の時の興奮に満ちた表情とは違い、遊び疲れて
静かな子ども達が多かったようです。

Tran Thi Thanh 
Hang（ハン）ちゃん
小2から支援  現在15歳  中学4年生
1999年2月23日生まれ  父母 弟2人

Pham Quoc 
Trung（チュン）くん
小4から支援  現在12歳  小学5年生
2002年6月25日生まれ  父母 姉2人

ハンちゃん、チュンくんへの手紙は
協会宛にお届けください。

ハンちゃん、チュンくんに
手紙を書きましょう！！

ストリートチルドレン友の会では
里親を募集しています。
月額3,000円で里子1人分の奨学金になり、里子からは年に3回
程度（不定期）、近況を記したお便りが届きます。里親になってい
ただける方は、国際交流協会事務局へお問い合わせください。


