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FRIENDS FOR STREET CHILDREN

安全保障に関する法律と2020年のオリンピックの準備の話、そして高校野球の話が夏の暑さに拍車をかけました。テレ
ビや新聞を見ると、国の政治の話と野球の試合結果が同じくらいの位置を占める場合があります。どちらが大事かというよ
りも、どちらが国民の興味をそそるかの結果なのだと思います。
スポーツは疑似闘争と言われます。一定のルールの中で闘争本能を発揮させることにより、動物本能のままの弱肉強食
の戦いに依らず、人の闘争本能を昇華させることが、近代スポーツの目的だといわれます。
オリンピックという祭典で競われるのは運動能力だけではありません。1964年の東京オリンピックの開催は、まさに日本
の経済と日本人の体躯の向上に寄与しました。新幹線や高速道路網もその恩恵のひとつとされています。
戦闘の後に残るのは被災と悲しみですが、競技の後に残るのは感動と発展です。半世紀を経て再び開催される東京オリンピックは、その施設
環境整備も、世界のリーダーシップの一翼を担う日本に相応しく『量から質へ、物から心へ』を標榜できるものになることを望みます。
参加する選手と観戦者の思いが重複する時、その興奮と感動の輪郭が記憶に書き込まれる瞬間、流れる時間が濃くなるような気がします。
夏に熱い思いを残せられるほど、秋の色が鮮やかに沁みると聞きます。

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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TEL.0274-62-1511（内線1463）  FAX.0274-62-8232 ／E-MAIL  tia@tomioka-ia.com
デザイン・印刷／マルキンアド株式会社　■現在の会員数／個人会員：398名  団体会員：11団体  法人会員：60企業（2015年8月末日現在）

日本語スピーチ発表会に参加したみなさん。日本語スピーチ発表会に参加したみなさん。

平成27年度 これから実施・参加する事業のご案内

10月25日（日） ボランティアフェスティバル 
11月3日（火）祝日 妙義ふるさと祭り 
11月7日（土） 子どもまつり 
1月 or 2月  国際交流研修旅行（行き先未定） 

実施日 事業名

藩　笑　影
劉　洋　洋
ジョビリン・カアクバイ
陳　秀　蘭
マリサ レガスピ ブラガ
劉　洪　孟

張　徳　鋒
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
ジョイ  カバリエロ

毎週木曜日の日本語を学ぶ会で学習をしている皆さんのスピーチ
です。今年は中国から5名、フィリピンから3名、インドネシアから3名
の方が挑戦しました。

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。

※敬称は省かせていただきました。

新規会員リスト（個人）（順不同・敬称略）
鈴木  友佳 富　岡 
岩井  由姫 七日市 

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。

富岡市国際交流協会への参加は、外国語ができなくても大丈夫！
まずは、イベントへの参加、日本語学習会の見学など
お気軽にご参加、お問い合わせください。

日本語ボランティア募集中！！
会員
募集

お気軽に
ご参加ください

◆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

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！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。
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

詳細は
お問い合わせ
ください。

FFSCより、ハンちゃん、チュンくんの近影が届きましたので、ご紹介します。

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。

国際交流研修旅行は、行き先等
決まり次第お知らせいたしますので
ふるってご参加ください

ハンちゃん、チュンくんに
手紙を書きましょう！
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。

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

Pham Quoc 
Trung（チュン）くん
2002年6月25日生まれ  父母 姉2人
小4から支援
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第4回 富岡市国際交流まつり

平成27年度 上半期事業報告

6月7日（日）に富岡市生涯学習センターに於いて第４回富岡市国際交流まつりが開催されました。
当日は梅雨入り前の快晴となり来場者もこれまでにない位の人出となりました。
国際交流まつりは地域に居住する外国人の方と、地域で活動している各団体の皆さんの協力を得て成り立っています。
今回は初めての試みとして子供たちを対象に外国人の会話によるスタンプラリーを行いました。
これからも世界遺産がある国際交流協会が主催するイベントとして行事内容を図っていきたいと思います。

平成27年度 総会開催
5月17日（日）ヴァンヴェールにて、第20回通常総会が、開催されました。
会場演台脇には、異国を感じさせる生花をあしらい、様々な民族衣装を纏った役員、
会員が席を埋め、厳粛な中でも、華やかな雰囲気での開催となりました。
26年度の事業報告、決算報告に続き、27年度の事業予定、予算が無事承認され、新し
い年度がスタートをきりました。

「観桜会」参加
まだ少し肌寒さが残る桜の下で、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。

４月４日（土）

とみおか夏まつり
宮本町駐車場に出展し、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、ご協力していただいた方 あ々りがと
うございました。

潘 笑影さん/日本に来てから、瞬く間に2年10か月になりました。
毎週木曜日に残業がなければ、日本語教室に通いました。日本語
はまだまだですが、色々楽しく勉強できました。国際交流まつりに参
加して、ちまきと揚げパンを作りました。大変でしたが楽しかったで
す。念願のスカイツリーに国際交流協会のおかげで行く事も出
来ました。チャンスがあればまた行きたいです。中国に帰っても日本
での経験を活かして頑張ります。私の故郷【山東省】は悠久の歴
史があります。みなさん興味があれば是非遊びに来て下さい。

7月25日（土）

バスツアー to 東京 国際交流サロン
梅雨空が少し気になる季節に【東京の昔・今・未来】をテーマとし、〖今〗東京スカイ

ツリー、〖昔〗根津神社・谷中銀座、〖未来〗日本未来科学館に行って来ました。スカイ
ツリーも330ｍまでのぼり皆で楽しい１日を過ごすことが出来ました。

6月21日（日）

参加者からひとこと

★皆と一緒に料理が作れて、作っ
たものをみんなに売っているのが楽
しかったです。
★外国人がいっぱいいて、料理を
作るのが楽しかったです。でも値段
を付けるのが難しかったです。

参加者からひとこと

総務部会長　磯貝 勇人 事業部会長　大橋　了
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