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□―レンス市青少年と市民との交流会に参加 して

今年は□―レンス市の青少年たちとの交流会が私達の地

元、金田公民館で行われるとの事、地上或で活動 している仲

間と―緒に折紙のお手伝いに参加させていただきま した。

ゆかたに着替え、ち ょつと照れた笑顔で現れた□―レン

スの中高生達。器用そうでない子も几帳面な子もそれぞれ

真剣に折紙に挑戦 して<れま した。見よう見まねで折 つた

大きなカブ トに記名する際、殆どの生徒さんが自分の名前

をカタカすで書けたのには驚きま した。暑さも吹き飛ばす

笑顔で、日本の文化を楽 しそうに体験 して <れた青少年と

の、言葉の違いを超えた体当たりの交流は、私達にとって

とても良い経験になりま した。 木村 カロ代子 (市民参加 )



市 民交 流 会
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■n 金 田公 民館

□― レンス か らの 中高 生

当てくじや盆踊り・・平塚の夏を満喫

家族が増えた夏  アメリカ人の6)自 のホームステイ、私はとても緊張していました。

語学力に自信が無いので会話ができるのか。終日フリーの時は何をす

るのか。それでも、チャレンジしようと思つたのは、 9・ 8・ 3歳の息

子たちに「タト国を矢□りたい、英語を話したいという気持ちになってほし

い」と思ったからです。□―レンスの生徒を弓1率 して来た、25歳のブ

レイクさんはいつも笑顔で子供達と遊んで <れるい

いお兄さん。ホームステイ初日は土曜日で、七夕祭

りに出かけま した。子供たちがはぐれないように手

分け して面 lelを 見た り、食べ物を分け含 つた り、神
ブレイクと息子たち 社で涼んだりしたことで私たちの距離は縮まりまし

た。意思疎通ではたとえ完璧な英語ではな<て もお互いを理解し合うの

には問題ありませんでした。子供たちも自然とブレイクに声をかけたり、

ハグをする様になっていました。今ではアメリカにもう一人の家族がい

るように感 じ、とても貴重な体験ができま した。 ホーム ステイ部会  長 田 沙弥香



第19回ひらつか回際交流フェスティバ″L

6月 2日、ひらつか国際交流フェスティバルが総合公園で開かれました。舞台では多<の
国の歌や踊り、「平塚のはらっぱ」には20以上のテントが並んでこれまた国際色豊かな食

べ物、小物、ゲーム等。当日の参加者は3000人 あまり。外国籍の人、日本国籍の人が一

緒に楽しいひと時を過ごしました。今年初めて参加したテントを訪れてみました。

平 l尿 市国際交流協会の 日本語部会で参加。

中′LI」lと な つた奥丼さんにお話を伺いま した
ぁぅれい

「 外 国の人 に人 気が あ った と思 います。立 礼

だ つたので気軽 |『
∴、ち寄れる し、お菓子も箸 を

使わな <て 済 む最 中に しま しま した。70人 分

用意 して終わ った ら店 じまい」 との事。

立礼 (り ゅうれい)
てまえ

茶の湯で椅子 と卓を用いて茶を点てる点前。

明治 5年 に玄々斎千宗室が考案。椅子点前

(広辞苑より)

まずお菓子を頂いて

お茶をどうぞ :

国際ソロプチミス ト平塚 (働

<女性の国際的な奉仕団体 :会

員数 29名)が会として初めて

“お楽 しみダーツ"お披露日、

で参加 しました。

当日は会員 15名が出席。景

品の提供は全会員からです。

広長した空間で伸び伸びプレー

出来るダーツは国籍を問わず

皆さんから喜ばれ、風船を矢で射

抜くチビッコが続出、大いに会場

を沸かせました。また、東日本大

震災、東北復興にも少々ですが寄

付出来て良かつたです。以前より

個人的に協力しておりましたが、

会としては初めてです。来年もよ

ろし<お願いします。 (」 松ヽ良子 )

風船めがけて ! ダーツに挑戦

サウジアラビアからのお反だち

3月 に、留学生のイブラヒム君 (サウジアラビア出身)が、我家に 1泊
でホームステイに来てくれま した。私にとってサウジアラビアは遠い国、

何を話そうか、きちんとコミュニケーシ∃ンが取れるだろうかと会うまで

は ドキ ドキで したが、彼は気さ<で話 しやす <いつも笑顔の好青年で した。

サウジアラビアについての会話も弾み、矢□らなか つた事ばかりで驚きま

したが、彼の国について理解すると共にとても近い国に思えるようになり

ま した。た った一日だけの短いステイで したがとても楽 し<過ごすことが

出来、これからも交流を続けていけたらと思 っています。

ホームステイ部会

ラス トさむらい?

小原 美保



圏本つて勒餘絋ろ緻、1

七夕国際交流サロン

7月 7日 (日 )に通訳酬訳部会主催の “七夕国際交流サロン (I tt S)"が平17駅南の市民活動センターで実

施されました。

グス ト総数は90名で、ボランティア総数は協力団体も含めて32名で した。ゲス トの出身国は日本を入れて

24か国で した。会場には本物の竹 2本に折り紙の飾りや短冊を吊るして七夕の雰囲気をだしました。各国語で

書かれたあいさつのカー ドも飾りました。

「猛暑の中を七夕見学 したあとで涼 ししヽ lESの 会場で冷たい飲み物をいただしヽて、習字、折り紙、剣玉、あ

や取り、お手玉、∃―∃―、すごろく、オセロなど、さまざまな日本文化に触れられてうれ しかった」というゲ

ス トか らのお礼のメールが届きま した。 通訳番]]訳部会 山縣 和子

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s活躍してみませんか !

平塚市国際交流協会 (Hiratsuka lnter∩ aJo∩al Excha∩ge AssociaJo∩ )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 i尿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
一動
中
の
部
会

I雲編曇21響忙零「1濯黒嘉象殿1雰〕[璽]
・催 物 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
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活動についての詳細は

キ嫁十齢 交流|"会tlIEA)|

(0463-25-4010)ま でお問

い合わせください。


