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猷闊 鞣 鍮藉嶽隋儡

「みんなで楽しもうかい」は、毎年 12月 に行

なわれますが、今年度は 3月 の

大震災のため延期され、2012
年 1月 22日 に平i家市青少年会館

の2階で開催されました。

当日の朝は、あいに<小雨で

したが、幸西八幡臨時駐車場が

使用でき大変助かりました。午

後からは日差 しも見ることがで

きました。最初に市長と理事長からご挨拶をい

ただきました。

「世界のおやつ」として出品され

たのは、アメリカ、ブラジル、ボリ

ビア、ロシア、カンボジア、中国、

シンガポール、韓EII、 ペルー、タン

ザニア、フィリピン、日本で、それ

らで≪食

物の世界の輸≫がで

きま した。ブラジル

のデコレーションケー

キはとても人気があ

りました。

アトラクシ∃ンは「ジャンケンゲーム」で始

まりました。 はじめは日本式のジャンケンで

すが、勝ち抜いた人は中国式のじゃんけんも体

験しました。またプレゼントもありましたよ。

各国の衣装を

着る「フアッショ

ンシ∃―」では、

今年は男性も参

加 しま した。

いろいろな国々

のフアッション

を見ることができましたが、日本の子供たちの
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みんなで楽 しもうかい

実行委員長  庄司 春江

はっぴ姿はとても可愛らしかつたで

す。ロシアの民族衣装、インドのサ

リー、アフガニスタンの花嫁姿、そ してフィリ

ピン、ペルー、韓国、タンザニア、中国、シン

ガポール、日本などの素敵な衣装も見ることが

できました。

そ して スコットラン ドのバグパイプの演奏

も楽 しかつたですよ。「動物の皮で作られたバ

グパイプを実際に見るのは初めて」という来場

者もいました。最後のア トラクシ∃ンだつたの

で、参加者全員で手をつなぎ演奏に合わせてぐ

るぐると歩きました。皆さんお互いに楽 しそう

に笑いあつて、本当の≪世界の輪≫がつ<れた

のではないかと思いました。 “広げよう交流の

輸"です。

そ して最後に皆さんで歌つたのは、「ちいさ

な世界」と「上を向いて歩こう」でした。

終わつた後で「とてもよかった」と言つて<
れた方も多<、 とても嬉し<用いましたた。

これも実行委員や市役所の皆さん、交流協会の

皆さんの力でここまで来ることができました。

「みんなで楽 しもうかい」に関わつた方夜、

本当にありがとうございました。



部‐会名 業事な一王

日.本樹妻無含

日本語教室を開催 (年間を通 じ下記クラス)

・火躍午前クラス ・水曜 夜クラス

・木曜午後クラス ・金曜午後クラス

。金曜 夜クラス ・土曜 夜クラス

・木曜夜漢字クラス

8月 20日～ 12月 26日

「日本語ボランティア

養成講座」を開催

48名の方が修了 しました。

催物部会

2011年8月 28日 (日 )

「富士国際花鳥園と

箱根の里」

(バスハイク )

56名が参加しました。そのう

ち外国籍市民は46名でした。

2011年 10月23日 (祝)

「外国籍市民家族と一緒の

レクリエーション大会」

200名 が参カロ、そのうち外

国籍市民は170名でした。

170名でした

2012年3月 2日 (金)

「留学生とのひな祭り」

於 :東海大学留学生会館

25名が参加 しました。そのう

ち留学生は13名 でした。

鶉

2011年7月 10日 (日 )

「七夕国際交流」

116名の来場者がありました。

ボランティアは50名が参加

(交流協会からは33名が参加)

2011年 11月 27日 (日 )

「英語通訳ブラッシュ

アップ講座」を開催

17名が参加しました。

広報部会

◇ホームページ担当

3月 20日現在のアクセス

数は、11075人 となつ

ています

◇機関紙編集担当

機関紙48、 49、 50号

を発行しました。

(7月 ,12月 ,.3月 と3回発行)

◇ FM放送 。すパサ担当

「インターナショナル。すパサ」

放送日 :毎週火曜日

放送時間 :19時～20時

「
OL委員会

7月 2日 (土 )

「七夕飾り」が完成

HIEAの竹飾りが平塚の街に掲

げられました。

7月6日 (水)

「□―レンス市青少年

訪間団との市民交流会」

山下小学校児童との交流

日本文化体験のワークシ∃ップ

10月 3日 ～8日

「姉妹都市提携20周年

□― レンス市答礼訪 Fo3」

FOL3名 を含む8名がHI巨∧よ

り参加しました。

*ホームステイ部会は今年度の活動はありませんで した。

実行委員1会

2011年 10月 10日 (祝 )

「国際交流フェア2011」
"多文化共生 "

舞台発表や模擬店を開催

4000人 を超える参加者がありま した

2012年 1月 22日 (日 )

「第18回 みんなで楽しもうかい」
"広げよう交流の輸"

手作り料理、ファッシ∃ンショー

ジャンケン大会、バグパイプの演奏



2012年 3月 2日 (金)10B寺から

15時まで、東海大学留学生会館 L館に

おいて、「留学生とのひな祭り」が行わ

れました。

ひな人形は一ヶ月前の 2月 6日 に飾 り

つけを済ませてあつたので、留学生は当

日、不□服の着付けや抹茶の接待、折 り紙

を体験 しました。

お昼はボランティア手作りの “ちらし

ず し"を味わいながら,日 本の≪ひな祭

り≫を心ゆ <まで楽 しんでいたようです。

自己紹介のあと日本舞踊の披露があり拍

手lla采 で終了となりました。

留学生の参加は 13人で、「とても楽

しかった」との感想をもらい、ボランテイ

アー同充実した日いで会館をあとにしま

した。

■ぐ 財

(催物部会 記 )

会 員 募 集 し て い ま す

あなたも平塚市国際交流協会(HiEA)に参加s活躍してみませんか !

平塚市国際交流協会 (Hiratshka:nternational Exchange Association)で は年齢、職業、国籍をPcD3わ ず

どなたでも自発的に、自由に参加 して、平1家市と海外との懸け橋となる異文化交流活動を進めています。

活
動
中

の
部
会

'日 本語部会  :外国籍市民向け日本語教室でのスタッフ活動

・催 物1部 会 :イ ベントの企画|・ 運営を通しての交流活動 |
・通訳翻訳部会 :通訳翻訳活動のほか、英語・韓国語教室の運営
口広 報 部 会 :ホームページ、機関誌の発行、FM放送ナパサ

・ FOL委員会 :姉妹提携都市ローレンス市との交流活動

・ホームステイ部会 :ホームステイの受け入れ活動

詳細は交流協会事務局

(0463-25-4010)ま で

お問い合わせ ください。


