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2011年 2月 12日、ホテル・サンライフガーデンで国籍が違う人長が集い、それぞ

れお国の歌や踊りを披露しながら交流を深める催しが行なわれた。ボリビア、すイジェリ

ア、カンボジア、 ドイツ、韓国、日本等展80名を超す参加者が午後のひと時を楽しく有

意義に過ごした。

舞台と客席との一体感が素晴らしく、賑やかな笑いの中で終了した。写真は自国の民族

衣装で演奏する人、踊るひと一―。                (催 物部会主催)



2010年4月 ～3月  日本語教室

火曜午前クラス 水曜夜間クラス

木曜午後クラス 金曜午後クラス

金曜夜間クラス 土曜夜間クラス

漢字夜間クラス

2010年 8月 22日 (日 )

バスハイク  「高尾山」

60名参加

(う ち外国籍市民41名 )

2010年 12月 6日 (月 )

タト国文化紹介講座

「カンボジア料理講習会」

―実習と試食・懇談―

2011年 2月 6日 (日 )

スピーチ&ミ ュージック

80名を超す参加者

2010年 7月 4日 (日 )

七夕国際交流サロン

ATOS研修生など 13カ国以上の国尺から

90名以上の参カロ者

ホームページ担当

■

2010年 8月 29日 (日 )

英語ブラッシュアップ講座

「□―レンス市の気候・

歴史 。政治などについて」

機 関 誌 編 集 担 当

機関誌45号 (20108月 発行)

機関誌46号 (2010.12月 発行)

機関誌47号 (2041 3月発行)

す パ サ 担 当

放送日 :毎週火曜日

放送時間 :19時～20時

FM湘南 :78.3MHz
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回
目
□

2010年 7月 1

平塚七夕まつり

竹飾りに参加

日～4日

2010年 5月 22日 (日 )

国際交流フェスティバル

「深めよう理解の輪、広げよう反達の輪」

舞台発表や9カ国以上の模擬店を開催

参加者4000人 以上

2010年 12月 12日 (日 )

みんなで楽 しもうかい

“LO∨ 巨 &P tt AC巨 "

舞台発表や各国の手作り料理

各国民族衣装によるフアッシ∃ンショー

2010年 10月 ～ 12月

日本語ブラッシュアップ講座 全 10回

1月 21、 22日

追加講座 全 2回

ホームスティ

の受け入れ

2010年 10月 6日～ 10日
□―レンス市

姉妹都市提携 20周年

訪間団歓迎会の企画 。実行ほか

全般にわたり運営に当たる 打合せ中



一語一英

2010年 8月 29日 にブラッシュアップ講座が開かれました。

2010年は平i尿市とカンザス州□―レンス市の姉妹都市提携 20周
年の記意の年にあたり、 10月 に□―レンス市から市民団が来平す

るので、通訳担当者が□―レンス市に関する情報を得るために開催

されました。

講師は□―レンス市出身のKe∨ i∩ Sulli∨an氏で した。日1巨∧通訳

番]]訳部会の英語講座の受講生 (12クラス)の 3名が通訳を担当し

ました。ホワイ トボー ドにアメリカの地図や□―レンス市の地図を

手書きして話をされました。地理、気候、歴史、政治など幅広<深い知識をもっている

Ke∨ |∩氏らしい魅力ある講座で した。 最後に参加者からの質問に丁寧に答えて<ださいまし

た。 (通訳翻訳部会 山縣 )

1鶉鰊繹

60名 (う ち夕ヽ国籍市民41名 )の参加

を得て、8月 22日 (日 )高尾山へのバス

ハイクが行われました。

当日は出発の遅れと休日の交通渋滞のた

め、予定を多少変更して、途中「道の駅」

に寄るだけにし、目的地を高尾山だけに

絞りました。そのため現地では、ゆっく

り散策することができました。

(催物部会主催)

12月 6日 (月 )13時30分より中央公民館 1階

調理室において、外国文イヒ紹介講座「カンボジア

料理講習会」が開催されました。

講師は西村ワンナーさん。カンボジアの家庭料

理を実習 したのち、試食をしながらの楽 しいお喋

りで、お国の生活や文化について触れることがで

きました。            (催 物部会主催)

| 勒|1飲|1隧■灯1彪■料1轟1華1躙1警 |



囲ヽレンス市姉妹都市提携20周年訪閥圃

シャンケルさんか犠メールが届き讚した

CELEBRATiNG 20 YEARS

A picnic lunch at a hilltop park overlooking the city was only one high‖ ght atthe early October

celebration ofthe 20th sister city anniversary in Hiratsuka Lawrence delegates ioined in a

ceremony at a Shinto shrlne,visited schools,participated in planting memorial magno‖ a trees,

and walked on the beach on the vvest shore ofthe Pacific Ocean

Volunteers and city officials escorted visitors to the impressive Hiratsuka Artヽ luseum,to parks

and gardens,and to a modern social welfare building where class members instructed them in

origanni and tie― dyeing

N4ayor Rltsuko Okura greeted the eighteen delegates atthe city ha‖ ,city officials and guests introduced them‐

selves,and City Commissioner Allike Dever spoke on behalf ofthe city of Lavvrence. Offlcial activities closed vvith

banquetfor some 150 people hosted by the city,、 Ⅵth an evening of entertainmentincluding talko drummers,

puppettheater,and a bluegrass band,plus speeches and the ceremonial breaking open a cask of sake

Many Lavvrencians enioyed hOmestays and the opportunity to get acqualnted Ⅵ″th their hosts and their」apanese
life style A visit to historic Kamakura,a nearby city noted forits bronze Creat Buddha and many temples and

shrines capped a notable celebration of 20 years of exchanges

We thank our Hiratsuka hosts for a memorable visitto their city and the opportunity to continue to develop many

warm friendships.we hope thatin 201l a delegalon from」apan wi‖ enloy Lavvrence as much as we enioyed

their city. Carol Shankel

《要約》

20周年おめでとうございます。

10月初め、私たち訪間団は、平塚市内を一望できる丘の上の公園でのピクニックや、神社や学校への訪間、記念

植樹や海岸の散歩など20周年の様展なプログラムに参加することができました。ボランテイアの皆様や平塚市職員の

方長が、素晴らしい美術館や公園、新しい市の福社会館に案内してくださり、絞り染めも体験することができました。

平塚市役所では、大蔵律子市長が私たち18人のメンバーを迎え入れてくださり、市の職員の方展を紹介してください

ました。□―レンス市を代表して、シティコミッショナーのMike De∨erが挨拶しました。最後の公式行事となつた祝

賀会には150人を超える人長が集い、スピーチを交えて和太鼓や人形浄瑠璃、バンド演奏や鏡開きが行われました。

私たちの多くはホームステイ先で楽しい時を過ごしました。 ホス トフアミリーの人たちと仲良くなつて日本式の生

活を楽しむことができました。また、歴史のある鎌倉を訪問して大仏や多<の寺社を巡つたことは、この20周年記念

の交流をさらに一層意義あるものとし意した。私たちは、今回の平塚への訪間を忘れられない素晴らしいものとして

くださったこと、そして多<の温かい反情が育まれていく場を与えてくださつたことに対して、ホス トフアミリーの

方長に感謝いたします。2011年 には日本からの訪間団が□―レンス市を訪れて、私たちが日本で経験したように

楽しい時を過ごしていただきたいと思います。 キャロル・シャンケル

会 員 募 集 し て い ま す

あなたも平塚市国際交流協会に参加、活躍してみませんか !

平i尿市国際交流協会 (目 iratsuka l∩ ternaJo∩al圧×cha∩ge AssoclaJon)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異文化交

流活動を進めています。

…

訪間団コーディネーター
キャロル シヤンケルさん
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