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平塚市国際交流協会の日本語 7教室、そ して漢字 1教室

を訪間 しま した。ボランティアスタッフは延べ60人、生

徒数は約 200人 です。火躍から主躍までそれぞれ午前、

午後、夜間の時間1帯で、熱心な先生たちと一生懸命な生徒

さんたちが日本語でコミュニケーションをとっていました。

各教室がスタッフ不足や生徒数の減少など様々な問題を

抱えながらも継続されているのは、日本で暮らす外国籍の

人たちが言葉で困らないようにと願うスタッフー人ひとり

の熱い気持ちによって支えられていることを今回の訪間で

強<感 じました。

ハルミさん (中国)

6月 に中国の高校を卒業しま
した。日本の大学に入りたい
です。

アンナさん

(ロ シア)

ずつと日本に住み
続けたいので日本
語の勉強をして

います。

メイジーさん (フ ィリピン)

日本語を習って 1年です。
小さしヽ子供がいるので早く上
手になつて皆さんと話したい
です。

ティアルさん (イ ンドネシア)

技能種修生で、日本に来て6ヶ
用です。日本語むずかしいで

す。先輩が親切でうれしい。

フミハさん (中国)

日本に来て 10年です。町内
の掲示板を見てきました。
日本語をもっと上手になって

仕事がしたいです。

日本語教室 ・ 漢寧教室 訪間 》

キンさん (べ トナム)

日本へ来て 6ヶ 月の技能1多習生

です。母国の先輩がこの教室を

教えて<れま した。先生たち親

切です。日本語テス トに早く合

格したしヽです。

チェさん (韓国)

韓国の会社から派遣されてい

ます。日本語の勉強と一緒に

日本の生活習慣や一般常識も

知りたくて通つています。

勢「鯰讐猾鴨 7ア
｀

エリカさん

(プラジル)

いま16歳なので20
歳になつたら日本で仕

事がしたいです。その

ために日本語がんばっ

ています。

チョウさん (中国)



りすさん (中国)

結婚 して日本に来て 15年 に

なります。反達もできて食べ

物にも慣れました。もつと日

本語が上手になりたいです。

マリジンさん (フ ィリピン)

今月、日本に来ました。もつ
と日本語の勉強がした<てイ
ンターネットでこの教室を矢]
りました。

マウラすさん (イ ンドネシア)

日本語の勉強はむずか しいけ
ど楽しい。先生たち親切です。
テス トに受かりたい。

ティさん (ベ トナム)

実習生で、もや しの栽培を勉

強しています。日本に来て6ヶ
月です。もつと日本語を勉強
したいです。先生やさしいで

す

リンさん (中国)

日本で仕事をしています。
早く日本人と同 じ<らいに読

んだり書いたり話 したりしい

です。

シュイエンさん (中国)

中国の会社から派遣されて日

本語を勉強 してい故す。日本
の習慣がわかつてきました。

エミさん (プラジル)

日本語の読み書きを勉強して
います。能カテスト1級を目

ざしてい讀す。

ウマカラさん (ネバール)

レス トランをしてしヽる夫の

手伝いをした <て 日本語を

勉強 しています。日本語は
とてもむずかしいです。

ロクさん (ベ トナム)

6ヶ 月前に日本へ来ました。

もや しを勉強 している実習生

です。ベ トナムで日本語を活

かして仕事がしたいです

マリアさん
(フ ィリピン)

4ヶ月習つています。
市役所でこの教室を知
りました。日本語上
手になつて仕事が

したいです。

シリスさん (ネパール)

日本に来て7年になります。

漢字がむずかしいです。

シュウさん (中国)

中国で日本企業に応募 しまし

た。日本に来て4年 目です。
日本語は中国で 1年間勉強 し

ました。インターネットでこ

の教室を知りました。



◇6月 4日 (火 )～ 7月 13日 (土 )□―レンス市から青少年 14人が来平。
7月8日 (月 )午前中は金田小学校で児童たちと交流、午後は金田公民館で市民と交流。

◇7月4日 (本)七夕竹飾りを掲出 (市民飾りの部で特別賞を受賞)。

◇1月 6日 (月 )～ 10日 (金 )市役所市民ホールで「□―レンス市紹介写真展」を開催。

◇日本語7教室、漢字1教室を運営

◇「日本語ボランティア養成講座」8月 24日から9月 にかけて全16回開催。今回は2回の全体

講習と14回にわたる既設の日本語教室を会場とした実践請習を実施した。

◇5月5日 (本 )「 日本カンボジア反好60周年」記念行事を共催 (サ ンライフガーデン平塚)

◇8月 25日 (日 )「国際交流バスハイク」を開催。静岡県伊豆市を訪間。参加者44人

◇10月 27日 (日 )「外国籍市民家族と―緒のレクリエーション」を松原小運動場で開催。

参加者160人 (外国籍市民76人、カンボジア、ボリビア、ペルー、韓国)

◇3月 9日 (日 )「留学生とのひな祭り」を東海大留学生会館で開催。

◇7月 7日 (日 )「七夕国際交流サロン」を市民活動センターで開催。来場者は21カ国90人。

スタッフ20人が七夕来場者 (外国籍の方)と一緒に折り紙、お手玉、あやとり、ペン習字

などを体験してもらった。

◇機関誌・通信担当 :機関誌54号 (7月 )、 55号 (1月 )、 56号 (3月 )を発行。

通信は4、 5、 6、 9、 11、 12、 2月 (H26)号を発行。

◇ホームページは3月 25日時点で累計17,162人の方がアクセス。

◇□―レンス青少年訪間団の弓1率者 2名のホームスティをコーディネイ トした。

◇6月 2日 (日 )「第 19回国際交流フェスティバル」を総合公園で開催。模擬店 (外国料理

など12ヶ 国と各種団体4団体が出店)、 ステージ (12の演日)、 交流の場や国連平塚支

部の展示があり盛会裏に終わる。来場者3000人
◇ 12月 15日 (日 )「第20回みんなで楽しもうかい」を青少年会館で開催。

◇7月 30日 (木 )5月の理事会で決定された活動報告、事業計画 。予算などを「お知らせ」

|こ して「会員のしおりJと一緒に機関誌に同封し全会員に送付しました。会員のつどいでの

理事長報告はこれに変えました。

◇ 12月から1月 にかけ全会員対象に協会に関するアンケート調査を実施、回収率は493%

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.活躍してみませんか !

平塚市国際交流協会 (Hiratshka lnternatlonal Exchange Associatlon)で は年齢、職業、国籍を間わず

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。
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姉妹提携都市口ニレンス市との交流活動

詳細は交流協会事務局
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お問い合わせください。ホ■ムステイ部会 :ホームステイの受け入れ活動


