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あなたも平塚市国際交流協会（HIEA）に参加、活動してみませんか ！

会 員 募集 してい ます

詳細は、

平塚市国際交流協会事務局

電話（0463-25-2520）まで

お問い合わせください。

・日本語部会

・催物部会

・通訳翻訳部会

・広報部会

・ＦＯＬ委員会

・ﾎｰﾑｽﾃｨ部会

平塚市国際交流協会（Hiratsuka International Exchange Association）では年齢、職業、国籍を問わず

どなたでも自発的に、自由に参加して、平塚市と海外との懸け橋となる国際交流活動を進めています。

４

英語ブラッシュアップ講座

２月１７日（日）、ジョセフ・

マイケル・ペリー氏にお越しいた

だき、英語ブラッシュアップ講座

を開催しました。40名を超える

受講者があり、盛況に行われまし

た。

今年のテーマは「2018年のトッ

プニュース」で火山や台風、メキ

シコの壁、トランプと金正恩など

10項目にも及び、時折ジョーク

も交えて身近な題材での英語のトー

クは、受講者も入り込みやすい内

容でした。マイケル先生は聴き取

りやすい発音の英会話ももちろん、

絶えず受講者に気を配り、休憩時

間に全員と握手と来場のお礼を述

べ、英語での交流以前に国際交流

に必要な人間関係を育むことも指

導されていました。英語部会のレ

ベルが、一段とアップしました！

姉妹都市ローレンス市の部屋

平塚市文化・交流課のある本庁

7階には、姉妹都市米国カンザス

州ローレンス市の情報展示スペー

ス、名付けて「姉妹都市ローレン

ス市の部屋」を設けています。平

成２年より28年にわたり引き継

がれてきた、強固な姉妹都市の記

録が数多く展示されてあり、国際

交流に携わる者であれば一見の価

値があります。是非、一度訪問し

てみてください。また、２０２０

年に向けて、リトアニア国の展示

物も同時展示中です。

英語ブラッシュアップ講座と姉妹都市ローレンス市の部屋

年末恒例の「みんなで楽しもう

かい」が、今年も青少年会館で

１２月９日(日)に行われました。

この催しは、実行委員会方式に

よる国際交流協会挙げての催しの

一つで、今年で２５回を数えます。

今回は当初、実行委員が集まらず

その開催が危ぶまれましたが、土

壇場で何とか会員の皆さまのご協

力をいただき無事開催することが

出来ました。

今年も、まず庄司実行委員長の

挨拶に始まり福澤理事長、落合平

塚市長の来賓挨拶に加え、河野外

務大臣突然の登場とご挨拶を頂き

ました。まさかのサプライズでし

た。大臣はその後しばしの間会場

に留まって世界の料理を試食され

るほか来場の皆さんと楽しそうに

歓談されていました。

今年の世界の料理紹介は、保健

衛生面から従来のように多くの国

のお料理を用意できませんでした。

神野さんの司会によりプログラ

ムがスタートしました。 初は、

昨年に続き佐伯さん久野さんによ

るサックスとピアノ演奏でした。

次は、今回初めての出演のコラソ

ン・ボリビアノの皆さんによるボ

リビアダンスが披露されました。

「みんなで歌おう」、「サンタク

ロースとトナカイさんからのプレ

ゼント」と続き、いよいよイジャ

イの登場です。イジャイの演奏が

始まると、例年の通り演奏に誘わ

れた参加者が踊り始めました。踊

りの輪はだんだん大きくなり、

高潮に達すると会場一杯に大きな

渦のようになりました。そして、

その興奮も冷めやらずのうちにプ

ログラムは「抽選会」に進みまし

た。今年は、例年のビンゴ大会で

はなく、入場券が抽選券となる

「抽選会」でした。用意された商

品を運よくゲットされた皆さんお

めでとうございました。

後に、ダニエル副実行委員長

による閉会の挨拶により平成 後

の「みんなで楽しもうかい」は終

りました。 （広報部会）

東 海 大 学 留 学 生 と の ひ な 祭 り 交 流

東海大学に留学中の女子学生と

のひな祭り交流会が１月２７日

（日）東海大学でありました。

ひな祭りは３月ですが、留学生は

学年末試験が終わると早々に帰国

してしまうのでだんだん開催時期

が早まってきていました。

今年もだいぶ前倒ししたのです

が、やはり居残っている留学生は

少なく、ひな祭り交流に参加した

留学生はインドネシア、ブルガリ

ア、イラン、ロシア、韓国の方６

名と、支援団体の東海大学生の６

名でした。

当日、留学生は着付けを体験す

るため浴衣に着替え、着替えまし

た。交流会は、栗原部会長の挨拶

に始まり、日本文化の体験として

抹茶の所作、折り紙を体験。お昼

にはチラシ寿司、お赤飯やお弁当

をいただき、日本舞踊を観たり皆

と歓談し、 後に全員が輪になっ

て七夕踊りなどを踊り楽しく交流

できました。 （催物部会）

第25回 みんなで楽しもうかい

：外国籍市民向け日本語教室でのスタッフ活動

：イベントの企画・運営を通しての交流活動

：通訳翻訳活動のほか、英語教室の運営

：ホームページ、機関紙・通信の発行

：姉妹都市ローレンス市との交流活動

：ホームステイの受け入れ活動

河野大臣よりお祝辞をいただきました 相変わらずの人気バンド イジャイとタッチ今回初めてお披露目の「ボリビアンダンス」

イジャイの演奏が始まると老若男女入り混じって踊りの輪が広がっていきました。



（２） （３）

晴天に恵まれた5月27日の日曜

日、平塚市国際交流協会主催の第

24回ひらつか国際交流フェスティ

バルが総合公園『平塚のはらっぱ』

で開催されました。落合市長、福

澤理事長からご挨拶を頂き、庄司

実行委員長の開会宣言で幕を開け

ました。

東海大学生の野寄君と市村君の

軽快な司会で、プログラム１番の

「お囃子」が始まりました。

平塚博物館でお囃子の研究をして

いる【お囃子研究会】のメンバー

による演奏で毎年素晴らしいばち

さばきを見せてくれます。

【ケ・カイ・マルフラサークル】

のフラダンスは民族楽器を奏でな

がら歌う独特な歌に特徴がありま

す。華やかなダンスを満喫できま

した。

【クルミee】さんは平塚出身の

シンガーソングライターで毎年澄

んだ美しい声を聴かせてくれます。

会場の皆さんとの一体感はさすが

でした。

プログラム午前中最後の【湘南よ

さこい連】では、そのエネルギッ

シュで躍動感のある舞台に圧倒さ

れました。色鮮やかな衣装とあい

まって若さが爆発したような印象

でした。また、舞台下の左右2箇

所で男性団員が赤や黄色の丈長く

大きな旗を振り、舞台の踊りを盛

り上げました。（写真①）

昼休みの時間を使って【多文化

共生ひらつか情報局】より多言語

放送の案内がありインタナショナ

ル・ナパサのメンバーが各国語で

発表してくれました。(写真②)

広場の模擬店も好評で今年は１

４の出店があり、初めてエジプト

の参加がありました。（写真③）

午後は【カ オハナ フラ オ カ

マルラニ】グループのフラダンス

で始まり、その流れるような優美

な踊りに魅了されました。(写真④)

そして恒例の南米音楽【イジャ

イ】は「コンドルは行く」を始め、

お馴染みのリズミカルで踊り出し

たくなる様な素晴らしい演奏を会

場いっぱいに響かせてくれました。

（写真⑤）

プログラム最後は【ベラ アルテ】

によるサンバです。今年は「ラン

バダ」というブラジルの港町で生

まれたダンス＆ミュージックも披

露してくれました。ダンサーが舞

台から降りて来ると、来場者の皆

さんも一緒になってステップを踏

み子供たちも大喜びでした。

（写真⑥）

最後にダニエル立石副実行委員

長の閉会のことばで盛会の一日が

終了しました。 (広報部会）

第２４回 国際交流フェスティバル

平塚市国際交流協会 各部会・委員会の動き ～平成３０年度を振り返って～

今年度は、ボランティアスタッフ延
８１名、学習者２６７名で活動しまし
た。
＜活動内容＞
◇日本語ボランティア研修講座（経験

者向け）の実施
◇「外国籍市民による日本語で話そう

会」に参加（10月21日）
◇その他、普段の学習では学ぶことが

出来ない日本文化体験などのイベン
トを教室ごとに行いました。どれも
学習者の方々に大変好評で、ボラン
ティアと学習者の親睦を深める良い
機会になったと思います。
〔教室ごとのイベント〕
・書き初め ・こま回し ・ひな祭り
・茶道体験 ・消しゴムはんこ作り
・湘南テクノフェアーの見学
・クリスマス会 ・ロシア料理教室

日 本 語 部 会

＜活動内容＞
◇七夕国際交流サロンを７月８日(日)

に開催
今年度は韓国語講座の解散に伴い

ボランティアの人数が限られた中で
の開催。来場者は１１９名（１８ケ
国）と盛況でした。また会場にはリ
トアニア共和国からの青年団が来場、
今までにない
ゲストとの交
流もあり、東
京オリンピッ
クの空気を感
じることもで
きました。

◇ブラッシュアップ講座を開催(２月
１７日)。講師ジョセフ・マイケル・
ペリー氏（平塚在住、当協会英語教
室講師）

テーマは「2018年のトップニュー
ス」で英語でプレゼンテーション。

社会的な話題ながらユーモアを交
えた内容はたいへん好評でした。
参加者は約４0名でした。
※裏表紙に関係記事があります。

通 訳 翻 訳 部 会

私たちは、身近な生活体験を通じた
国際交流・国際理解を推進するため、
ホームスティの受け入れを行い、市民
との交流会も実施しています。
＜活動内容＞
◇カンザス大学学生のホームスティ受

け入れ。（5月19日～25日、受入れ人数

14人）

◇カンザス大学学生と市民交流会を開
催（5月19日教育会館、参加者60人）

◇ローレンス市青少年引率者のホーム
スティ受け入れ（６月２９日～７月８日

受入れ人数2人）

◇フィンランド・ヨウツェノ国民高等
学校学生ホームビジット受入れ
（3月2日 受入れ人数7人）

ホ ー ム ス テ イ 部 会

＜活動内容＞
◇第２回外国籍市民による「日本語で

話そう会」を１０月２１日(日)に開
催、発表者は、中国２名、ベトナム、
イラン、ネパール各１名の５名でし
た。

発表開始の前に「各国の挨拶」を
全員で練習し、お互い挨拶すると会
場の雰囲気は一気に和らぎました。

さらに発表者も流暢な日本語で話
され、内容も非常に充実した素晴ら
しいスピーチでした。

◇「東海大学留学生とひな祭り交流」
が1月27日(日)東海大学留学生会館
で行われインドネシア、ブルガリア、
イラン、ロシア、韓国からの留学生
が参加。 ※裏表紙に関連の記事

催 物 部 会

＜活動内容＞
◇ローレンス市青少年との交流事業

姉妹都市ローレンス市から中、高
校生１９人と付き添い２人が来平。
・７月２日、青少年会館で日本文化

の紹介として茶道、書道、折り紙、
ゆかたの着付けや日本の子供の遊
び（お手玉、独楽、剣玉、おはじ
き、だるま落とし）を体験しても
らいました。

◇姉妹都市ローレンス市紹介事業
・交流協会会員による手作りの竹飾

りを中心街に掲出。（７/６～８日）

・ローレンス市を紹介する写真展を
今年も市役所多目的ホールにて開
催。ローレンス市の景色や青少年
の交流の様子を紹介（１月１５日～

１８日） ※裏表紙に関連記事あり

Ｆ Ｏ Ｌ 委 員 会

今年度、広報部会は次のような事業・
活動を実施しました。
＜活動内容＞
◇「機関紙」の発行（年１回 3月）
◇「通信」の発行（原則毎月）
◇ホームページのメンテナンス
◇チラシ制作・発行
◇各部会行事の取材活動

・国際交流フェスティバルを取材

・ローレンス青少年と市民交流会を取材

・日本語で話そう会を取材

・みんなで楽しもうかいを取材

・ローレンス市紹介写真展を取材

・留学生とのひな祭り交流を取材

広 報 部 会

実 行 委 員 会 事 業

１．第24回 国際交流フェスティバル
実施日 ：５月２7日（日）
実施場所 ：平塚のはらっぱ
入場者数 ：約４千人

実行委員長：庄司 春江
２．第25回 みんなで楽しもうかい

実施日 ：12月9日（日）
実施場所 ：青少年会館
入場者数 ：約240人

実行委員長：庄司 春江

写真①「湘南よさこい連」を盛上げる旗ふり 写真② 多言語放送のご案内 写真③ 初参加のエジプト模擬店 写真④「ｶ ｵﾊﾅ ﾌﾗ ｵ ｶ ﾏﾙﾗﾆ」のみなさん 写真⑤ イジャイによる南米音楽の演奏 写真⑥「ベラ アルテ」の皆さん
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