
　７月６日、県内の市町村、市町村国際交流協会、民間国際交流・協力団体を対象に研修、相互連携、及び情報交換を目的とした平成28
年度国際交流・協力ネットワーク会議を茨城県民文化センター集会室で開催し、今年は115名の方にご参加いただきました。
　午前の全体会では、茨城県と農業等における交流が活発になっているベトナムをテ－マ
に取り上げ、元駐ベトナム大使の坂場三男氏に「新しい日越関係～今、ベトナムの人々が日
本に寄せる熱い思いの意味を考える～」と題し、基調講演を頂きました。
　午後は３つの分科会に分かれて情報交換をおこないました。第１分科会は、「外国人と共
に進める多文化共生のまちづくり」というテーマで、第２分科会においては「技能実習生の
受け入れの取り組み」をテーマに、実際にベトナムとインドネシアからの受け入れを行って
いる団体から、新たに在留する実習生が住みやすい環境整備への取り組みや地域住民の
方との交流活動の事例についてお話しいただきました。そのあと参加者とともに、実習生
の受け入れが多い本県において日本語支援や地域交流の現状、課題など
について情報交換を行いました。第３分科会では「ボランティア日本語教
室の役割と可能性～外国人と共に作り上げる交流の場」というテーマで、
話し合いを行いました。
　この会議が参加者の皆さんの今後の活動の進展やネットワークづくり
の良い機会となれば幸いです。

　８月27日（土）高萩市高浜スポ－ツ広場において茨城県・高萩市総合防災訓練が実施されました。
　当協会では、外国人の皆さんに防災の知識を深めていただくと共に、災害時語学サポ－タ－の災害情報通訳・翻訳などの研修を目的
に、周辺の市町村及び市町村国際交流協会の協力をいただき、今回は総勢50名（内、外国人25名、災害時語学サポ－タ－６名）で参加し
ました。
　主会場にて、放送局での多言語放送、広報車での多言語避難勧告、列車事故からの外国人救出訓練、住民避難グル－プに分かれ、各言
語別に災害時語学サポ－タ－と外国人がチ－ムを組み、訓練を行ないました。
　当協会展示テントでは災害時マニュアル、防災グッズ
の説明及び消火器の取り扱い訓練、展示・体験エリアで
は心肺蘇生・ＡＥＤ訓練、災害用伝言ダイヤル、炊き出し
体験等を行いました。また、テント内で災害時の「災害多
言語支援センタ－」設置を想定し、語学サポ－タ－の皆
さんと多言語での災害時翻訳訓練を実施しました。
　日ごろより地域で実施される防災訓練にはまわりの
外国人の皆さんと一緒に参加し、災害時の安全・安心の
ための備えとしてはいかがでしょうか？
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　６月１８日（土）に開催した茨
城県留学生親善大使任命式に
おいては、茨城県 農林水産部
産地振興課の実施するメロン
輸出に関する海外消費者ニ－ズ
の調 査に協 力

していただきました。３種類のそれぞれ
固め、やわらかめのものから好きなもの
に投票し、茨城のメロンを満喫しました。

メロンの試食風景

県産品の試食・体験 県内の観光施設・企業訪問
　６月２６日（日）に実施したクエ
スト茨城留学生研修では３０名
の親善大使が参加し、鉾田市の
営農情報センタ－（メロン選果
場）とアクアワ－ルド茨城県大洗
水族館を訪れました。茨城の農業
について学び、水族館ではバッ
クヤ－ドツア－で普段
は入ることのできな
い裏側も見学するこ
とができました。

メロン選果場で説明を受ける

水族館でのバックヤ－ドツア－

「いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－」の活動事例をご紹介します。

記事や写真の投稿

情報の発信ツ－ル

茨城の魅力を広めよう！
～いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－を創設しました～
茨城の魅力を広めよう！
～いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－を創設しました～

特 集

（公財）茨城県国際交流協会では、茨城県と協力して茨城の観光・県産品などの情報を国
内外に発信していく「いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－」を創設しました。　

本県と関わりのある留学生や外国人の皆さん等が茨城の魅力を国内外に発信し、県のイ
メ－ジアップを目指しています。

今回は事業の内容についてご紹介します。

茨城県の旬のイベント情報や「いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－」が様々な場所で見たり、食べたりして出会った本県の魅力
は日本語・英語で発信されています。

常陸そば りんご かぼちゃ

茨城県の県産品茨城県の県産品

「いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－」とは？
　茨城に在住する留学生やALT、
茨城にゆかりのある外国人の皆さ
ん、また茨城県出身の海外在住の
皆さん等が、アンバサダ－として登
録し茨城の魅力を国内外に発信し
ています。
　当協会の「茨城県留学生親善大

使」として国際交流活動を実践している29か国112名の皆さんも、この事業のアンバサ
ダーとして各地で体験した茨城の魅力を記事や写真で投稿しています。

茨城県留学生親善大使任命式

親善大使任命証の授与風景

　当協会のＨＰで総合的に情報発信を行っていますのでご覧ください。
日本語　http://www.ia-ibaraki.or.jp/iiam/index.html
英　語　http://www.ia-ibaraki.or.jp/iiam/en/index.html

ホ－ムペ－ジ1

メ－ルマガジン2
「いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－」の登録者は本県
の情報をメ－ルマガジンで受け取ることができます。

　「いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－」から投稿いただいた記事や写真等の情報はフェイ
スブックやインスタグラムで国内外に発信されていますので皆さんもご覧ください。
facebook https://www.facebook.com/i.i.ambassador/
Instagram https://www.instagram.com/i.i.ambassador/

ＳＮＳ3

筑波山ケーブルカー 花貫渓谷 牛久の大仏

茨城県の観光地茨城県の観光地

リム ゼン シャン さん
（マレーシア）

茨城工業高等専門学校

　日本に来て、初めての花火はやっぱり最
高でした！その時は太陽が千波湖に沈みか
かっていて、素晴らしい夕日も見えました
し、綺麗な浴衣を着ている日本人も結構い
たので、景色は言葉では表現できないほど
だったと思っています。こんなにいい所に
いて、友達や先輩たちと一緒に冗談を言っ
たり、花火を見ながら食べ物を食べたりす
ることなんて信じられなかったです。混雑
していたけれど、千波湖での花火大会はい
い印象が残っています！

ウミ フィトリ ラハユ さん
（インドネシア）

茨城キリスト教大学

　今朝、茨城県にあるアサヒビール工場を見学しました。ビールを
美味しく楽しむためのコツやアサヒビールのあゆみやアサヒビー
ルができるまでを説明してくれました。ビックリしたのは日本の全
国の中に８つのアサヒビール工場があって、１番広いのは茨城工

場です。「茨城がいいなあぁ」と思っていま
す。見学するのは無料で、そこで3本まで
ビールやソフトドリンクが飲めます。私は宗
教的に Alcoholを飲むのがだめなので、
ビールの 0.00% alcohol を飲みまし
た。楽しかったです。

ホームページ、フェイスブックへの掲載例ホームページ、フェイスブックへの掲載例

まつりつくば
（9月8日投稿）

投稿者：アンさん
（オーストラリア出身）

青森のねぶたと
秋田竿灯を一緒に
見ることができる
のは世界中で茨城
のつくばだけです。
その前には岩手県
盛岡のさんさ踊りのパレードがあります。なんて壮観なんで
しょう！

茨城県那珂市の
ブルーベリー農園
に行きました。そこ
では自由に食べら
れるので、いっぱい
食べました。ブルー
ベリージャムも売っていました。持ち帰りのブルーベリーは
ス̶パーよりもっと安いです。たのしかったです。

那珂市でブルーベリー狩り
（9月14日投稿）

投稿者：ウミさん
（インドネシア出身）

インスタグラムへの掲載例インスタグラムへの掲載例

目印はこちら!!目印はこちら!!読者の皆さんもフェイスブックやインスタグラムを
是非ご覧ください。
「いいね！」をクリックすると皆さんのお友達を通して
茨城の魅力が国内外に広がっていきます。
皆さん、記事や写真へのコメントもどんどん入れて、

応援してください！！
Click

or
Tap!
Click

or
Tap!
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ぶどう狩り　留学生のアクティビティにて

　古河市の在留外国人数は約2,960人、
フィリピン人が約900人と最も多く、
ついで中国人が約540人と両者で約

50パーセントを占めています。彼女は古河、総和、三和
の国際交流友の会などが合併し、古河市国際交流協会に
なった2008年6月3日よりも早い15年も前から、国際交
流事業と関わりを持ち、この間、古河市でモンゴル舞踊を
市民に教える講座をもったり、古河市の様々な催しで、モ
ンゴル・チベット舞踊を披露して来られ、外国人だけでな
く古河市民に広く認知されています。長い間、文化交流部
会やワールドキャラバンで活躍して来られ、今年度からは、
古河市国際交流協会の五専門部会の一つの文化交流部会
の会長として、国際交流に関する諸事業の企画、立案及
び実施に、国際感覚あふれる人材として、当協会にはなく
てはならない存在です。また、語学交流部会が主催した昨
年の初級日本語ボランティア講座や今年のレベルアップ講
座にも積極的に参加され、日本語や日本文化に対する好
奇心を絶やさぬ努力家でもあります。今後もますますのご
活躍を期待します。 古河市国際交流協会 会長　山口 賢一

モンゴル舞踊のフィナーレ

授業の様子

生徒会の打合せ

　私は大学二年生の頃からWYCCIの会員としてお
世話になっており、様々な行事に参加させて頂いて
います。その中でも、小・中学生のスピーチコンテ
ストは初めて担当させて頂いたということもあり、
思い入れのある行事の一つです。
　今年は、7/31に開催され、12人の小・中学生の
が参加してくれました。私は昨年に続き、司会を担

当させて頂き、参加者と外国人を含む審査員の方を繋ぐ
役割も担っていました。英語での司会は少し緊張しましたが、

暖かい会場の雰囲気のおかげでなんとかこなすことが出来ました。
　それぞれの参加者は自由に英語でスピーチをし、各審査員からの簡単

な質問に英語で答えます。スピーチは十人十色、個性が溢れるものばかりで、全ての参加者のスピーチを楽しみながら聞くことが
できました。また、参加者たちの本当の考えや思いが審査員とのやり取りで見ることが出来る質疑応答の時間が大好きです。準備し
てきたスピーチだけでなく、緊張している中、その場にて英語で質問に答えることができる小・中学生の姿を見られて私ももっと頑
張らなければな、という気持ちになれました。
　私がWYCCIで活動する中で大切にしていることの中に出会いがあります。新しいことに気づかせてくれ、新しい自分を発見で
きるからです。小・中学生のスピーチコンテストの参加者達、WYCCI会員の方々、外国人の講師の方々、全ての人
から得るものがたくさんあります。学生である私にとっては社会にでる前に様々な機会も頂けているとて
も貴重な場所です。これからもWYCCIで活動し、もっともっと成長していけるように頑張りたいです。

　私は幼いころから両親の仕事の関係で
日本に触れる機会がたくさんありまし
た。日本のカルピスや漫画などの土産を
貰う度に、「こんな素晴らしいものがい
つも手に入る日本人は本当に幸せだ。」
と思い、将来の夢は「日本人になる！」、
そして「漫画に出てくる“青春”を味わう
ため日本の高校に進学しよう！」と決心し
ていました。
　鹿島学園高校に留学して日本人生徒と
共に通常の授業に参加していますが、や
はり最初の頃、当然のことながら全て日
本語で行なわれる授業に私はとても歯
が立ちませんでした。特に古典は日常生
活では使われない単語を覚えるのに苦
労し、私はこてんこてんでした。そして
数学！ ベトナムでは普通に中学校から使われている計算機が高校になっても利用でき
ず、三角関数を使う複雑な計算も頭の中でできるなんて「日本人高校生はみんな人型電
卓なの？」とも思っていました。私は2年になってやっと理解出来るようになり、ちょっ
と楽しく感じ始めたところです。私は鹿島学園高校の生徒会長を務めていますが、生徒
会活動は大変でありながらもやりがいを感じています。イベントの運営は責任が大きく、
会議で議論を何回も重ねた後、やっと実行できます。今は、常に新しい世界中の情報
が提供できるようにと生徒会新聞を作っており、日々記事作りと編集に追われています。
　16歳になった今、さすがに「将来の夢は日本人！」とは言いませんが日本の建築分野

に大変興味があります。日本では地震が多く起こりますが、これに耐えられる建築技術が建物に必要とさ
れています。私が最も衝撃を受けたのが日本の建物のスロット式。地震で揺れても頑丈で建っていら

れるのはすごい！いつか日本の建築を勉強し、ベトナムにその技術を持って帰りた
いと思っています。

　こんにちは！アリスです。日本に来てから3年経ちます
が、私が日本に来て一番驚いているのは今も変わりませ
んが、挨拶についてです。挨拶というのは、人間関係の
基本だと言われています。 でも、挨拶の仕方というのは、
国や文化によって異なるので、マスターするのは難しいです！ 
たとえば、お辞儀の角度もタイミングもまだ勉強中です！
　「いらっしゃいませ」、「お待たせしました」。日本のスーパーマーケットや
コンビニでは、挨拶している店員さんに対し、お客さんはどうして無言な
のか？ フランスでは、お店に入るときに「Bonjour（こんにちは）」と言って、
お店を出るときに「Au revoir（さようなら）」と言います。カフェやレストラ
ンで、自分が頼んだ物が運ばれてきたときにも、「Merci（ありがとう）」と
いう一言も丁寧です。
　カフェ、レストランから個人経営の小さなお店まで、とりあえず基本的に挨拶は必要です。スーパーや
デパートに出入りするときには言う必要ありませんが、レジで支払いをする際、レジ係の人と挨拶を交わします。挨拶をしないと、「感
じが悪い人」になってしまいます。基本的に、「人の家にお邪魔する」という感覚です。日本では、学校から挨拶とか敬語などをちゃ
んと学ぶのに、お店に出入りするとき店員さんに挨拶をするという習慣があまりないことにびっくりしました。
　フランス人の店員の態度が悪いという批判は、日本人旅行者からよく聞くのですが、フランス人から見ると、挨拶をしない日本
人のお客さんの方が感じ悪くうつります。日本では「お客様は神様」と言いますが、フランス語で同様の内容を表すフレーズは「客は
王様」。王様は確かにエライのですが、フランス革命時に王様の運命をご存知でしょうか？（笑）Merci! Au revoir!

○古河市の国際交流活動に参加してよかったこと、感じている
ことなど教えてください。

　古河市に住んでもう17年になりました。15年前に日本語の勉強と
友達作りのため、古河市の国際交流活動に参加しました。日本語教
室の先生たちが親切に接してくれたことを、鮮明に覚えています。
　先生達と一緒に、ワールドキャラバンの活動を通して、10年以上子
供たちに中国のことや中国の少数民族のことを教えたり、私のモンゴ
ル舞踊をお弟子さんと一緒に、古河市国際交流協会として、古河市内、
茨城県内外でも披露しています。
　今年からは、文化交流部会長として国際交流イベントの企画、立案
及び実施に、外国人の立場から取り組み、新規会員の増加や活躍の
場を作って行きたいと思います。
　
○日本に住む外国人の方々へのアドバイスやメッセージをお願いします。
　住んでいる地域にできるだけ早く溶け込むために、必要な情報を最
新で正確に得られる地域の国際交流団体や市町村役場を積極的に訪
ねましょう。そして出身国のことを地域の人々に教えましょう。

理事 浦崎笑子 （茨城大学工学部3年）茨城県世界青少年コミュニケーションクラブ（WYCCI）

第3回小中学生英語スピーチ大
会を終

えてWYCCI設立30周年記念
ダン トラン タオ ニー

鹿島学園高校 生徒会長
YOUNG EYES

日本の「青春」

古河市国際交流協会
わが町の外国人

リーダ
ー

ワールドキャラバン中の古河市立中央小学校にて

王 清（柏崎 清美）さん
古河市在住（在住歴17年）
中国（モンゴル自治区）出身

ワン　 チン

王 清さんをご紹介します

王 清さんにお聞きしました

アリス・パッキエ

北茨城市市民福祉部まちづくり協働課

国際交流員

ここが
違って

、おもしろ
い！

Acros
s cultur

e

フラン
ス人にと

っての挨拶の大切さ。
VS

フランス
FRANCE

パリのノートルダム大聖堂前で

4 5



for you... 

平成29年2月12日（日）13：00～16：30、
県民文化センター小ホールにて開催される

「第26回外国人による日本語スピーチコン
テスト」の外国人発表者を募集しています。
県内で生活している外国人の皆さんが、日頃
考えていることや、日本・茨城の印象、母国
の話など国際理解を深めるテーマについて
発表できる絶好のチャンスです。たくさんの
方のご応募をお待ちしております。（締め切り
12月5日（月）必着）応募方法は協会ホーム
ページをご覧ください。

（http://www.ia-baraki.or.jp/kokusai/vent/speech/index.html）

高校生をはじめとする若い世代が、世界に対する理解を深め、国際社会
に生きる力と視点を涵養することで世界にはばたき貢献できる人材を育成
することを目的として「第13回 日本発／世界発：青年のメッセージ」を
開催します。高校生が国際理解・協力に関する自分の体験や考えを日本語
で発表し、留学生が自国の紹介や意見交換を行います。たくさんの方のご来場
をお待ちしております。

「外国人のための一日無料弁護士相談in筑西」
のお知らせ

「第13回 日本発／世界発：青年のメッセージ」
を開催します

11月27日（日）10：00～15：00、しもだて地域交流センタ－・アル
テリオ（筑西市丙372番地）にて実施致します。相談内容は、在留資格、
労働関係、国際結婚、税金、保険、その他生活全般についてで、弁護士に
よる無料相談を行います。秘密は厳守します。

英語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、中国
語、スペイン語、韓国語、インドネシア語、ベトナム
語の通訳が可能です。この事業をより多くの外国
人の方々に知っていただき、ご活用いただけます
よう、お願い申し上げます。

問い合わせ先　茨城県国際交流協会　外国人相談センタ－

　　　電　話：029-244-3811

開催日時

場　　所

内　　容 国際教育弁論大会（高校生のメッセージ）、留学生シンポ
ジウム（留学生のメッセージ）、表彰式

平成28年12月8日（木）　13：００～

茨城県立図書館　視聴覚ホール

どなたでもご自由に参観できますので、
多くの皆様のご来場をお待ちしております。

（入場無料）

近年の産業のグロ－バル化や国際観光の拡大等、国際交流の更なる発展
が期待される中、外国人の方々のコミュンケ－ションを支援できるような
環境の整備が求められています。（公財）茨城県国際交流協会では語学ボラン
ティアを志す皆さんを対象に通訳・翻訳の際に必要な基礎知識やノウハウ、
また災害時通訳、医療通訳を学んでいただく総合的な研修会を開催します。
皆さんの参加をお待ちしています。

第１回　11月19日（土）　10：00～15：30　
　　　　これからの茨城の国際観光について／通訳・翻訳技術ワ－クショップ

第２回　12月 3日（土）　 9：30～15：30
　　　　災害時の通訳・翻訳について／医療通訳について

問い合わせ先　茨城県国際交流協会　担当　池本

　　　電　話：029-241-1611

第26回外国人による日本語スピーチコンテスト
発表者を募集しています！

「通訳・翻訳ボランティア研修会」
参加者を募集しています！

英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語・タイ語・
ベトナム語、他 

場　　所

募集言語

茨城県民文化センタ－分館集会室

当協会では茨城県上海事務所を拠点として青年中国・上海スタディツア－
を実施します。ツア－では、上海事務所職員や中国人学生、日系企業の方々
等との交流を通じて日本と中国の文化や考え方の違いを知り、青年の国際
感覚を醸成し、世界で活躍する人材の育成を目指します。

❶ ツア－日程　 平成29年 2月27日（月）～3月3日（金）　4泊5日
❷ 募 集 締 切　 平成28年11月18日（金）
❸ 募 集 人 数　 30人程度（最少催行人員10名）
❹ 応 募 条 件　 県内の大学生（原則として茨城県在住の方、または県内

の大学に通う学生の方）

「青年中国・上海スタディツア－」参加者を募集しています

　上海研修

その❶ 茨城県上海事務所から中国事情を学ぶ　2Ｄａｙｓインターンシップ
　・茨城県上海事務所訪問
　・日系企業等訪問：中国でのビジネスの現状を学ぶ

その❷ 中国人大学生・日本人留学生と日中のパ－トナ－シップを考える
　・華東師範大学での意見交換、大学構内や上海の人気エリア散策
　・交流会

　国内研修

その❸ 事前研修として、茨城大学の 『中国文化理解』 を聴講できます
　・茨城県上海事務所職員による上海事情紹介、旅行社による事前説明

を含む講義（全員受講必須)
　・中国の歴史や経済事情、初歩の中国語会話等の講義（茨城大学生以外

は希望者のみ）

その❹ 事後研修は茨城県国際交流協会において、ツアーの振返りを実施

＊現地での主な研修内容

問い合わせ先　茨城県国際交流協会　担当　池本、楊箸

　　　電 話：029-241-1611　　F A X：029-241-7611
　　　E-mail：iia@ia-ibaraki.or.jp

申し込み方法等詳細については当協会ＨＰに掲載しております。
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/index.html

　橋本昌知事は、小川一成県議会議長らと共に、7月29日（金）から8
月5日（金）までブラジル、アルゼンチンを訪問し、「ブラジル茨城県人
会創立55周年記念式典」と「アルゼンチン茨城県人会創立55周年記
念式典」に出席しました。
　5年前に開催される予定であった両県人会の創立50周年記念式典
は、東日本大震災が発生したため中止となり、その開催資金を震災の
義援金として両県人会からご寄付いただきました。
　10年ぶりに知事が出席した今回の式典には、多くの県人会会員の
方が出席し、10年分の思いを込めた盛大な式典となりました。
　式典では、知事より、日本から遠く離れた両国へ移民された方の永
年の労苦をねぎらい、両県人会の創立を祝うとともに、東日本大震災
及び平成27年9月関東・東北豪雨に対する県人会からの支援につい
て御礼の言葉がありました。
　また、永年にわたり県人会の発展や両国との友好親善に寄与された
方々へ、知事から功労者の表彰と記念品の贈呈がありました。
　式典終了後には祝賀会が開催され、和やかな雰囲気の中、橋本知事
は多くの出席者と積極的に交流を深め、今後の本県と県人会の更なる
交流発展について意見交換が行われました。
　さらに、アルゼンチンでは、同国県人会長同席のもとオリンピック委
員会を訪問し、2020年東京オリンピック・パラリンピックの事前キャン
プ地として本県に滞在していただくよう、誘致活動を行いました。
　今回の記念式典出席を通じ、本県とブラジル・アルゼンチン両国の
架け橋である県人会との絆を一層深めていくべきとの想いを強くしま
した。

茨城県国際課　係長　菊池 郁子

在
南
米
茨
城
県
人
会

創
立
55
周
年
記
念
式
典
に
出
席
し
ま
し
た

県だより

皆さん、こんにちは。私は青年海外協力隊として、2016年2月からグアテマラ北西部の高
原地帯、キチェ県サンタクルスデキチェ市にある国立病院で栄養士として働いています。
病院は、母乳バンク（母親に母乳を提供してもらい、母乳が必要な赤ちゃんに与えるシステ

ム）を備えて母乳育児の推進に努めています。着任後3か月は、この母乳バンクで勤務し、母乳
が必要な乳幼児に母乳を提供していました。
グアテマラは乳幼児死亡率が高く、特にキチェ県は乳幼児死亡率・妊産婦死亡率が高い地域
です。栄養に対する教育不足や貧困が母親の栄養不良に繋がり、低体重児や早産、栄養失調児
の原因となっています。炭水化物や砂糖を多くとる習慣があり、糖尿病の患者も多く見られる、
という２つの問題が混在しています。
グアテマラの主食はトウモロコシの粉で作られるトルティーヤ、黒豆を煮たフリホーレスで
す。野菜や果物は豊富ですが、あまり食べられていません。私が住んでいる地域では、肉が中心
になります。
住民のほとんどが先住民で、公用語のスペイン語のほかに、現地語のキチェ語が話されて
います。外来の栄養相談やカルテの見方、病棟を訪問しての栄養評価にも、とても苦労してい
ます。
栄養評価の方法も日本とは違うため、仕事に慣れるのも時間を要しています。勉強の日々で

す。辛いことや苦しいこともありますが、ここで生活できることをとても幸せに思います。
日本での経験をどのように活かせるかを考えながら、病院の発展、地域の栄養不良の改善に
貢献できるように努力していきたいです。

グアテマラでの挑戦！
青年海外協力隊（平成27年度3次隊）　鈴木亜美

母乳バンクの
イベントにて

患者さんの相談

全員で記念撮影（アルゼンチン）

アルゼンチンオリンピック委員会での会談の様子

知事挨拶（ブラジル）
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　６月26日（日）、茨城県への理解を深めてもらうことを目的に、
留学生向けのバスツアーを実施し、留学生30人が参加しました。
今回は、鉾田市の営農情報センター、大洗町のアクアワールド茨城

　当協会ではより多くの皆様が外国の方々と交流し相互理解を深
める機会を提供するために、留学生や在住外国人の方々、交流団体
の皆様と連携し、様々な事業を展開しています。さらに充実した活
動を行えるよう、支援していただける賛助会員を募集しております。
　会員になると、機関紙「ふれあい茨城」の送付、各種イベント等
情報の提供、協会施設の優先利用、提携旅行社の割引などの特典
があります。
　また、賛助会費は、公益法人への寄付として申告により申告によ
り所得税や法人税の優遇措置の適用を受けることができます。
　皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げます。

　10月15日～16日に、当協会で任命している留学生親善大使、
ＡＬＴ（ＪＥＴプログラム外国人指導助手）を対象に、「茨城ふるさとフ
ァミリー事業」を実施しました。今年度は留学生17名、ＡＬＴ11名の

当協会の賛助会員を募集しています！

　平成28年度のワールドキャラバン派遣校が決定しました。
　今年度は通年で、県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学
校、及び生涯学習関連施設へ計89件の派遣を予定しております。
　当協会登録の留学生親善大使、各国事情紹介講師、県国際交流
員（ＣＩＲ）、ＪＩＣＡ研修員等を講師として派遣し、自国の文化や生活習
慣などについて紹介していただきます。
　参加者の皆さんにとって、講師との相互交流により、様々な国の
文化について理解を深める貴重な機会となることでしょう。

ワールドキャラバン派遣校の決定 第１回クエスト茨城留学生研修を実施しました

　９月13日、独立行政法人国際協力機構筑波国際センター（JICA
筑波）で「平成28年度高校生のための地球市民講座」を開催しまし
た。県内の高校生80名が参加し、青年海外協力隊経験者の方のお
話を聴いたり、各国から来た研修員と昼食を交えて交流したりと、
充実した一日を過ごしました。

高校生のための地球市民講座を開催しました

　８月25日（木）、県内の小中学校・高等学校・特別支援学校の教職
員、市町村協会、民間国際交流団体、当協会登録のファシリテータ
ーを対象とした国際理解教育研修会を、県民文化センター分館集
会室にて開催し、63名の方が参加しました。
　宇都宮大学留学生・国際交流センター准教授、NPO法人開発教
育協会副代表理事の湯本浩之氏を講師としてお招きし、「＜ワーク
ショップ体験とミニレクチャー＞アクティブ・ラーニングを活用した
国際理解教育の展開：～身近な食品から見える私たちの生活と世
界のつながり～」と題して、グループに分かれワークショップを体験
しました。
　参加者からは、「写真の背景にあるものまで考えることが、国際理
解につながるのだと感じた」、「子供たちが多面的に考え、答えを導
いていけるよう、自身も勉強していかなければと思った」等の感想
をいただきました。

国際理解教育研修会を開催しました

賛助会費
団体会員 1口 10,000円／年

個人会員 1口   3,000円／年

石岡商工会議所
伊奈工業（株）

「茨城アジア教育基金」を支える会
いばらき印刷（株）
茨城海外旅行クラブ

（一社）茨城県医師会
（一社）茨城県環境管理協会
茨城県行政書士会

（一社）茨城県経営者協会
茨城県市長会

（社福）茨城県社会福祉協議会
茨城県商工会議所連合会
茨城県商工会連合会
茨城県女性のつばさ連絡会
茨城県信用組合
茨城県信用保証協会
茨城県青年海外協力隊を育てる会
茨城県世界青少年
　コミュニケーションクラブ（WYCCI)
茨城県中小企業団体中央会
茨城県町村会
茨城県日中友好協会
鹿嶋国際交流さるびあ
鹿嶋国際交流ＪＣサークル
鹿島都市開発（株）
神栖市国際交流協会
韓国語上級講座
韓国語初級講座

韓国語中級講座
（株）関電工　茨城支店
北茨城国際交流会

（一財）研究学園都市
　コミュニティケーブルサービス
古河市国際交流協会
国際ソロプチミストつくば
国際ソロプチミスト水戸
コスモエコー
コトブキ印刷（株）
下館商工会議所

（株）常陽銀行
常陽ビジネスサービス（株）
常陽保険サービス（株）

（株）常陽リース
新日鐵住金（株）茨城支店

（株）セイキョウ
関彰商事（株）
センター印刷（株）

（株）高野高速印刷
筑西市国際友好協会
チョッ サラン

（株）筑波銀行
（株）つくば研究支援センター
電機連合茨城地方協議会
那珂市国際交流協会
日本原子力発電（株）茨城事務所
日本語学校つくばスマイル

日本労働組合総連合会
　茨城県連合会

ネパール子ども奨学支援会
パーク（株）
ハングル初級教室
ハン　サラン
常陸大宮市国際交流協会
日立商工会議所
ビバ　エル　エスパニョール
広沢商事（株）
ふじの会
フレンドリーあんず
フレンドリージャパンワールド

（株）ホテルグランド東雲
水戸内原国際交流ふれあいの会
水戸商工会議所
水戸信用金庫
水戸ユネスコ協会
明秀学園日立高等学校
メサフレンドシップ
NPO法人豊かな大地
ラブニール
ワタヒキ印刷（株）
JA茨城県中央会

（株）JTB関東法人営業水戸支店
（株）JTB商事茨城外商センター

●Ｈ28年度　団体賛助会員（Ｈ28年9月末現在）　※敬称略

皆様のご支援とご協力に心より感謝申し上げます。

※賛助会特典、税金の
優遇措置の詳細に
ついては、当協会Ｈ
Ｐをご覧ください。

編集・発行
（公財）茨城県国際交流協会

〒310-0851 茨城県水戸市千波町後川745 県民文化センター分館2F
TEL：029-241-1611　FAX：029-241-7611

ホームページ http://www.ia-ibaraki.or.jp
メールアドレス iia@ia-ibaraki.or.jp

　午後は、世界の国々の家族
と食料を撮影した写真を見
比べるワークショップ、「地球
の食卓」を実施しました。高
校生にとっては、自分の中の
固定観念に気づき、新たな視
点から世界を見つめる良い
機会となったようです。

県大洗水族館を訪問しました。
　営農情報センターではメロンの
選果場を見学し、メロンの試食もさ
せていただきました。またアクアワ
ールドでは、イルカ・アシカショーを
見たり、バックヤードツアーに参加
したりしました。
　留学生にとっては、茨城県の特産
品を実際に味わったり、普段見るこ
とができない水族館の裏側を見学
したりと、貴重な経験になりました。

茨城ふるさとファミリー事業を実施しました

合計28名が、ご応募くださった県内のご
家庭（ホストファミリー）宅で１泊２日の
ホームステイを体験しました。ホストファ
ミリーにとっても、ゲストにとっても、楽し
い２日間となったようです。
　当協会では随時、ホストファミリーを
募集しています。登録の詳細については、
ホームページをご覧いただくか、お気軽
にご連絡ください。
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