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※敬称は省かせていただきました。

スリランカに贈った
作品の一部です。
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平成26年度 富岡市・スリランカ 小中学生交流絵画作者

（敬称略）

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

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。

富岡市・スリランカ 絵画交流へ
大勢の子ども達が参加してくれました。
富岡市からは以下のみなさんの作品をSt.Joseph’s Collegeに贈りました。
また、相手校より預かった作品は6月7日（日）
開催の国際交流まつりにて展示いたします。

日本語ボランティア募集中！！

会員
募集

◆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

新規会員リスト
（個人）
（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〉
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富岡小学校 1年 高木　里菜
2年 須原　育夢

西小学校 3年 中澤　和月
5年 戸塚　一肇

黒岩小学校 3年 佐藤　礼恩
6年 前田　直人

一ノ宮小学校 6年 井上　和弥
6年 田中　大翔

高瀬小学校 4年 粕谷　知希
4年 齊藤　功樹
4年 高間　舞音

額部小学校 5年 髙橋三史郎
5年 山田　陽太

小野小学校 6年 櫻井希乃花
6年 大河原妃奈

吉田小学校 4年 勅使河原ゆあ
4年 五十嵐結乃

高田小学校 5年 稲田　崚汰
6年 佐藤　望有

妙義小学校 1年 小嶋　夏実
6年 田子　瑞樹

富岡中学校 3年 茂原　麻生
3年 多田　歩夢

東中学校 2年 丸澤　彩夏
1年 岩丸裕太郎
1年 斉藤　風香

西中学校 2年 高山　紗弓
3年 神宮　礼奈

北中学校 1年 大河原史帆
2年 飯野　圭人

南中学校 3年 立石　愛萌
3年 小澤　美祐

妙義中学校 3年 清水　愛理
3年 諸　南津美
3年 佐藤　朋貴

このところ日本を訪れる外国人旅行者が急増し、ＴＶで
『外国人から見た日本』、『日本の常識、世界の非常識』など
と銘打った番組をよく見かけます。
麺類をずるずると音を立てて食べ、待ち合わせ時間に間に
合っても「遅くなってすみません」と謝る日本人の不思議は、
よく挙げられる話です。
デパートやレストランの接客態度のすばらしさなど、日本の
『おもてなし』が世界に賞賛されています。
タクシーを呼び止めると、何の警戒もなく後部座席のドアが
自動で開く様は、日本人以外にとっては正に驚きのようです。
相手を信頼して心を開く笑顔は誰からも好感を持たれます。
円滑な対人関係は、人を許せることから始まると言われます。
昨今は戦後７０年の節目ということで、過去の体験について様々に物議をかもしています。
メルケル首相が訪日に際し安倍総理にアジアの円滑な関係を促していきましたが、歴史観が大切なのは勿論ですが、温故知新が
前提の歴史観であるべきなのは言うまでもありません。
隣国関係などは、「出来ぬ堪忍するが堪忍」の寛容をもって、その苦き知ってなお未来志向でありたいものです。
　摘まれても　なお枝広げ　凛と咲く
冬を終え、花咲き葉拡げ実を結ぶ、世界でも有数の美しい四季を持つ日本人の美意識です。
多様な価値観を認め合える感性は、共存社会での経済成長と相互の文化成就へ必ずや貢献すると信じたいものです。

富岡市国際交流協会 会長  赤石  純

St.Joseph’s College

The Ceylon School for the Deaf and Blind

＊詳細は事務局へお問い合わせください。

第4回

小雨決行
2015年6月7日（日）11：00～15：00
富岡市生涯学習センター 1F ホワイエ・北側ロータリー

ホワイエ/各種展示・発表
●バルーンアート●ベトナムストリートチル
ドレン職業訓練製品販売●クラフト体験●ス
リランカ生徒の絵画展示 etc

フードコート/各種物品販売
●外国料理：中国家庭料理など●うどん●焼
きまんじゅう●お餅つき●わた菓子●ポップ
コーン●ホルモン揚げ●ゲーム etc

参加団体：富岡ライオンズクラブ・富岡ロー
タリークラブ・富岡中央ロータリークラブ・富
岡かぶらロータリークラブ・ぐんまバルーン
アートクラブ・ガールスカウト群馬県第70団・
富岡市婦人会・富岡ユネスコ協会・アメリカ
ンランゲージスクール・華連会

協力団体：(社)富岡青年会議所

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。通訳できる方も大歓迎！ 
活動日：毎週木曜日 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。

詳細は
お問い合わせ
ください。
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後半の事業も大好評で、大盛況！みなさんお疲れさまでした。

研修旅行に参加して

国際交流研修旅行 平成26年度下半期 イベント・事業報告

桐渕 秀子さん

セイロンティーについて 紅茶畑 ゾウの孤児院 ミルクをあげました

赤いバナナ 中はクリーム色でおいしい 植物園に立ち寄り 仏歯寺

世界遺産のシーギリヤロック ライオンの爪 ダンブッラ寺院

サルと共に景色を眺めるシーギリヤでランチコロンボ郊外の街

コロンボ市役所 興味津々日本の文化に絵画交換

素敵な歌声 折り紙を教えています たくさん食べてくれました

孤児院に到着 だるまを贈呈 みんなで日本のカレー作り

J.R.ジャワワルダナ記念館 建物の裏庭には日本会館がありました

研修旅行は初めてでした。真冬の富岡から30℃
のスリランカへ9時間のフライト。思いの外、快適な
気候でした。コロンボ市内に宿泊。2日目、最初は孤
児院訪問、折り紙で鶴やらヤッコさんなど思い出し
ながら折り、会員の皆さんの手際の良さでアッとい
う間に出来たカレーを子供たちに交じって戴きまし
た。次の学校、白い制服の男子生徒、きちんとこちら
を見て話をしてくれる笑顔が爽やかな子供達です。
１人は飛行機のエンジニアに、1人はビジネスマンに
と夢を話してもらいました。2つの学校訪問でした
が、とても教育熱心なお国柄と感じました。3日目コロ
ンボからシーギリヤへ。シーギリヤロックでは城跡壁
画など見ながら頂上まで登り360°の景色を見渡し、
ガンダーラーマ寺院、ダンブッラ寺院、仏歯寺では
靴を脱いでのお参り、冥捜像と涅槃像の違いを教
わりました。無事旅行は終了しましたが次はもう少し
準備をして参加したいと思います。

スリランカ＝光り輝く島
小實 彩愛さん
今までにボランティア等も含め様々な国へ行きま

したが、スリランカは個人ではあまり行く機会のない
場所だと思います。2009年まで内戦が続いていた
こともあり、日本人観光客が入りだしたのがごく最近
のことだそうです。インフラはあまり整っておらず、空
港からコロンボまでをつなぐ唯一のハイウェイは、中
国が介入してきたおかげで最近作られた、と現地
のガイドが教えてくれました。少し中心部を離れれば
手つかずの自然が広がっており、世界遺産である
シーギリヤロックは圧巻でした。今回の交流事業で
は、孤児院で視覚障害のある生徒たちとの文化交
流をし、それからカトリックの学校の生徒たちと絵画
交流をしました。どの生徒たちも穏やかで、私たちを
温かく迎え入れてくれ、とても日本に興味を持ってい
るように感じました。この旅で一番驚いたことは、教
育、医療の分野が他のアジア諸国に比べると高水
準ということです。特に教育の面では、学校の大半
が公立であり無償で教育を受けることができます。
そのため識字率も90％以上とアジア全体で見ても
高い数字となっていることにとても感心しました。こ
れからさらにどんな「光り輝く島」へ変化していくの
か楽しみです。

10月12日(日)　バスツアー to 横浜　国際交流サロン

山下公園で開催された「ワールドフェスタ・ヨコハマ」で世界各国の料理や文化に
触れ、そのあと中華街へ移動しさらに料理を楽しみました。おなか一杯で、大満足
の1日になりました。

10月18日(土)　富岡どんと祭り
テント村では飲料やFFSC製品の販売、夜には総勢50人以上が参加し、みんなで
踊った山車とおどりの競演。他の団体に協力してもらい、楽しく盛り上がりました。

11月3日(月)　妙義ふるさとまつり
妙義神社の境内でベトナムの職業訓練製品、
甘酒、ハニココの販売をしました。例年同様
ショルダーバッグが大人気で、お陰様で売り切
れとなりました。寒い中ご協力いただいた皆様
ありがとうございました。伝統芸能の披露も素
敵でした。

11月8日(土)　こども祭り
世界の国旗フェイスシール、スモア作り、英語の動物鳴き声クイズ、バンブーダンスを
順に子どもたちに参加してもらいました。マシュマロの焼き加減が難しかったけど、楽
しんでもらえたかな？外国人と日本人親子が触れ合える有意義な時間となりました。

12月21日(日)　クリスマスパーティー　国際交流サロン
中国、ベトナム、インドネシア、フィリピン、アメリカ、日本と
様 な々国の手作り料理を楽しみました。フィリピンの女
の子たちによるクリスマスソング披露では、きれいな歌
声とかわいらしいダンスで心があったまりました。今回
もクウ・ホア富岡の皆さんにフラダンスを披露していた
だき、衣装を着てみんなで踊りました。昨年結婚され
た3名のお祝いもしました♪アメリカからのサンタも登
場！最後には恒例のビンゴゲームで大盛り上がり。

2月12日(木)　経済特別講演会

２％の物価安定目標を掲げ、量的、質的
金融緩和政策を展開する日本銀行の役
割と、物価に対する予想概念の転換によ
る消費者物価指数上昇を目指すなど、
今後の政府と日本銀行の政策を中心に
講演されました。

スリランカ国際交流研修旅行
1月29日～2月2日

4月4日（土） 観桜会

5月17日（日） 定期総会

6月7日（日） 第4回富岡市国際交流まつり

7月25日（土） とみおか夏まつり

「最近の経済情勢について」
日本銀行前橋支店  支店長  冨田  淳 様今後の予定
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平成26年度 富岡市・スリランカ 小中学生交流絵画作者

（敬称略）

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

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。

富岡市・スリランカ 絵画交流へ
大勢の子ども達が参加してくれました。
富岡市からは以下のみなさんの作品をSt.Joseph’s Collegeに贈りました。
また、相手校より預かった作品は6月7日（日）
開催の国際交流まつりにて展示いたします。

日本語ボランティア募集中！！

会員
募集

◆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

新規会員リスト
（個人）
（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〉

石井　末弘
江原　明香
神戸　美涼
桐渕　秀子
権 　 順 香

高崎市
吉井町
黒 川
七日市
内 匠

高間　令子
佐藤千江子
高橋　芳宣
茂木　明美

甘楽町
星 田
甘楽町
君 川

富岡小学校 1年 高木　里菜
 2年 須原　育夢
西小学校 3年 中澤　和月
 5年 戸塚　一肇
黒岩小学校 3年 佐藤　礼恩
 6年 前田　直人
一ノ宮小学校 6年 井上　和弥
 6年 田中　大翔
高瀬小学校 4年 粕谷　知希
 4年 齊藤　功樹
 4年 高間　舞音
額部小学校 5年 髙橋三史郎
 5年 山田　陽太
小野小学校 6年 櫻井希乃花
 6年 大河原妃奈
吉田小学校 4年 勅使河原ゆあ
 4年 五十嵐結乃
高田小学校 5年 稲田　崚汰
 6年 佐藤　望有

妙義小学校 1年 小嶋　夏実
 6年 田子　瑞樹

富岡中学校 3年 茂原　麻生
 3年 多田　歩夢
東中学校 2年 丸澤　彩夏
 1年 岩丸裕太郎
 1年 斉藤　風香
西中学校 2年 高山　紗弓
 3年 神宮　礼奈
北中学校 1年 大河原史帆
 2年 飯野　圭人
南中学校 3年 立石　愛萌
 3年 小澤　美祐
妙義中学校 3年 清水　愛理
 3年 諸　南津美
 3年 佐藤　朋貴

このところ日本を訪れる外国人旅行者が急増し、ＴＶで
『外国人から見た日本』、『日本の常識、世界の非常識』など
と銘打った番組をよく見かけます。
麺類をずるずると音を立てて食べ、待ち合わせ時間に間に
合っても「遅くなってすみません」と謝る日本人の不思議は、
よく挙げられる話です。
デパートやレストランの接客態度のすばらしさなど、日本の
『おもてなし』が世界に賞賛されています。
タクシーを呼び止めると、何の警戒もなく後部座席のドアが
自動で開く様は、日本人以外にとっては正に驚きのようです。
相手を信頼して心を開く笑顔は誰からも好感を持たれます。
円滑な対人関係は、人を許せることから始まると言われます。
昨今は戦後７０年の節目ということで、過去の体験について様々に物議をかもしています。
メルケル首相が訪日に際し安倍総理にアジアの円滑な関係を促していきましたが、歴史観が大切なのは勿論ですが、温故知新が
前提の歴史観であるべきなのは言うまでもありません。
隣国関係などは、「出来ぬ堪忍するが堪忍」の寛容をもって、その苦き知ってなお未来志向でありたいものです。
　摘まれても　なお枝広げ　凛と咲く
冬を終え、花咲き葉拡げ実を結ぶ、世界でも有数の美しい四季を持つ日本人の美意識です。
多様な価値観を認め合える感性は、共存社会での経済成長と相互の文化成就へ必ずや貢献すると信じたいものです。

富岡市国際交流協会 会長  赤石  純

St.Joseph’s College

The Ceylon School for the Deaf and Blind

＊詳細は事務局へお問い合わせください。

第4回

小雨決行
2015年6月7日（日）11：00～15：00
富岡市生涯学習センター 1F ホワイエ・北側ロータリー

ホワイエ/各種展示・発表
●バルーンアート●ベトナムストリートチル
ドレン職業訓練製品販売●クラフト体験●ス
リランカ生徒の絵画展示 etc

フードコート/各種物品販売
●外国料理：中国家庭料理など●うどん●焼
きまんじゅう●お餅つき●わた菓子●ポップ
コーン●ホルモン揚げ●ゲーム etc

参加団体：富岡ライオンズクラブ・富岡ロー
タリークラブ・富岡中央ロータリークラブ・富
岡かぶらロータリークラブ・ぐんまバルーン
アートクラブ・ガールスカウト群馬県第70団・
富岡市婦人会・富岡ユネスコ協会・アメリカ
ンランゲージスクール・華連会

協力団体：(社)富岡青年会議所

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。通訳できる方も大歓迎！ 
活動日：毎週木曜日 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。

詳細は
お問い合わせ
ください。


