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～外国人の視点で捉えた茨城の魅力発信～
インスタグラム・フォトコンテスト結果発表

　（公財）茨城県国際交流協会では日本人には見えてこないも
う一つの茨城を発見するために、外国人の皆さんによるインス
タグラム・フォトコンテストを実施しました。
　コンテストには茨城県内のお気に入りの場所や、印象に残っ
た出来事など折々の感想なども交えて131点の応募作品が寄
せられ、同時にそれらの作品は「茨城の魅力」としてSNSにより
世界中に発信されました。
　第１次審査を通過した37作品について、県、新聞社、広告業界
を代表する方々や在住外国人等６名の審査委員によって最終審
査を行い、最優秀賞１点、優秀賞２点、佳作７点が選ばれました。

　受賞作品は当協会ホ－ムペ－ジ新着情報に掲載しています。皆様も外国人の
視点から捉えた、ユニ－クさや面白さにあふれた作品を是非ご覧ください。
　　http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/index.html

　併せて、インスタグラムもご覧ください。
　　http://www.ia-ibaraki.or.jp/iiam/index.html

外国の人々にとって、
茨城はどのような場所なのでしょうか。

最優秀賞
竜神大吊橋バンジージャンプ／常陸太田市　ジェフ ベリ－（アメリカ）

ワォ！茨城のバンジージャンプ
はホントにすごいぜ！日本一
だ。竜神橋からの素晴らしい景
色は絶景！高く飛んで、木々に
手が届きそうになる。そして下
の方に行くと川がすぐ目の前に
迫ってくる！すっごく楽しかっ
た!!!とてもフレンドリーなス
タッフ。最高のスリルを味わい
たいなら絶対おすすめだ!!!

ひたち海浜公園／ひたちなか市
サイトウ ユキ（タイ）優秀賞

大洗の磯前神社の鳥居／大洗町
グロリア カ チェン（カナダ）

台風が去った大洗の海岸を見守り続ける鳥居。
ナメンナヨ茨城県！

日本の観光地では茨城県が最下位かもしれませんが、
ひたち海浜公園なら他の観光地にも負けないと思います。
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株式会社 日宣メディックス

茨城県国際課

茨城県商工労働観光部

公益財団法人 茨城県国際交流協会

茨城県国際課

所　　属 役　職　名

国際交流員

理　事　長

次長兼観光局長

国際政策統括監

代表取締役社長

代表取締役社長

氏　　名

ルドヴィク・デピノ

細谷　茂治

小泉　元伸

河田　英介

上金　健一

小田部　卓

審査委員 五十音順、敬称略

インスタグラム協会ホームページ

審査会の様子

優秀賞

2018.3 Vol.106

ふれあい

1



参加者からの声参加者からの声
●たくさんの知らなかった知識が盛りだくさんでびっくりした。
●通訳をむずかしく考えずにわかりやすい言葉にすることが大切と

知りました。
●最初の英訳より２回、３回とやるにつれて「こつ」とまでは言えま

せんが、少しスムーズに出来るようになって嬉しくなった。
●とても緊張しましたがグループワークが楽しかった。
●前もってもう少し詳しく調べて現地研修に来ればよかったと反

省した。

●今回のような研修を繰り返していけばきっと魅力度最低を脱し、
茨城県は上位に上がっていくと思います。だって、私たち自身がこ
の地の魅力になかなか気づけないことも多いのですから。
●次回もまたチャンスがあったら、現地研修の場所を変えて参加し

たいと思った。
●私自身がこの研修を通じて茨城をもっと好きになった。
●知り合いもたくさんでき、役立った。
●思いきって参加して良かった。

　ボランティアとして英語での通訳ガイドを志す方を対象として、８月～１１月に渡り、２回の座学の後、県内各地で現地研修を実施し
ました。本年度の研修テーマは「水戸藩」、「神社」、「日本酒」とし、83名の皆さんが受講しました。

　2017年の訪日外国人は2,867万人と過去最高を更新しており、本
県への海外からのツアー数も2,466ツアーに達し、前年の約25％増
となっています。
　身近に出会う外国人観光客の皆さんに、茨城の美しい自然、歴史、文
化を紹介するボランティア通訳ガイドにチャレンジしてみましょう。

ボランティア通訳ガイド　ボランティア通訳ガイド　特 集

茨城県国際交流協会は昨年１１月に設立した東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会茨城県推進会議ボランティ
ア対策部会のメンバーとして活動致します。

茨城県国際交流協会では
「通訳ガイドボランティア育成講座」を
実施しています。

茨城県国際交流協会では
「通訳ガイドボランティア育成講座」を
実施しています。

通訳ガイドの心得
●とても大事なこと。それは笑顔！

多少の失敗も笑顔があればカバーできます。はっきりとジェスチャーも交えて話せば、
多少の言葉のバリアーは飛び越えられます。

●文化や習慣が違います。
外国人の目線に立って、日本という国を見るように心がけましょう。
日本のマナーを教えることもガイドの大事な役割です。

●語学力のブラッシュアップにトライしましょう！
より良いガイドを目標にインターネット、新聞、雑誌、
ガイドブック等、情報を集め、日々の研鑽を続けましょう。

●茨城の良さを伝え楽しんでもらいましょう！
そのためには自分の町の歴史や文化について
もう一度原点に戻って学び直すことも必要です。

本年度実施した講座内容をご紹介します。

通訳ガイドの心構え　通訳ガイドの心構え　第１回講座

　㈱サイマル・インターナショナルより講師を迎え、「ガイドは草の根外交官の
役目を担い、一人一人が茨城県の代表という気概を持って、魅力をつたえてい
く」、「訪問地の知識＋語学力＋人間力。人間が好きならやめられない」等、モチ
ベーションの上がるお話がありました。観光英語レッスンでは日本食・日本の家
屋について観光客とガイド役に分かれ実践ロールプレイを行いました。

茨城の文化や観光地について学ぶ
　茨城では山や海など豊かな自然にあふれ、四季の多様な顔を
楽しむことができます。また、歴史や伝統のある建造物や祭り、
工芸、さらに未来につなぐ最先端の研究施設まで、茨城には多く
の観光資源があります。
　通訳ガイドをしてみると、多面的な質問の答えに窮することも
あります。
　将軍家ゆかりの水戸藩の成り立ち、水戸学、そして弘道館や偕
楽園の設立の意味…に加えて、大きな石碑の前で「この碑にはな
んと書いてあるの？」
　訪れる神社やお寺の歴史成り立ち…に加えて「鳥居の色、形の

意味は？」「かしわ手はなぜ回数がきまっているの？」 
　日本人には当たり前でも、外国人の目線で見ると「なぜ？」と感じることがたくさんあります。ガイドブックには載って
いない外国人観光客の「日本の不思議」にきちんと説明できる時が通訳ガイドの醍醐味でもあります。
　茨城の文化や観光地についてのめぐり方を教えて上げることや、美味しいレストランやショッピングのスポットの紹
介、体験型の施設など、茨城県に住む私たちならではのガイドをすることも大切です。そして翻訳・通訳ができるよう
に、必要な用語をチェック、準備をしておきましょう。

茨城観光ガイドの基礎知識茨城観光ガイドの基礎知識第2回講座

　通訳案内士、観光ボランティアで活躍中の方や酒蔵所から講師を迎え、３つのテーマを学んでいただきました。

水戸藩（偕楽園・弘道館）

水戸徳川家の歴史や、日本遺
産に認定された偕楽園（四季の
花や見晴らし広場、好文亭、表門、
等）、弘道館（正門、正庁、至善堂、
等）のめぐり方、等

神社（笠間稲荷・鹿島神宮）

神社の起源、数、社殿の形式、
神社参拝の流れ、境内の配置
の説明や、笠間稲荷・鹿島神
宮（鳥居、手水舎、楼門、拝殿、本殿、
等）のめぐり方、等

日本酒（酒造所）

茨城県は関東一の酒どころ、美味
しいお酒ができる条件、醸造酒・
蒸留酒・混成酒の違い、清酒がで
きるまでの１か月半（お米を蒸す、加
熱処理、糖化、発酵）、需要動向、等

その後、それぞれのテーマについてグループ
ワークによって案内文の翻訳演習を行い、いば
らき県通訳案内士会の指導で語学力の研鑽を
はかりました。

　現地案内の説明者として、偕楽園・弘道館では実践中の水戸
市市民観光ボランティアの皆さん、神社では神主の方々、酒造
では経営者自ら等、現場を知り尽くした専門の方々にお願いし
ました。受講者は訪問地の各所で受けた説明を小グループに
分かれ外国人観光客役のＡＬＴ等にガイドを行いました。

　県内観光地３か所を外国人１０人と受講者３０人がバスで訪れ、訪問施設を英語でガイドす
る模擬訓練を行いました。現地研修現地研修第３回講座

偕楽園・弘道館・明利酒類水戸コース

鹿島神宮・愛友酒造鹿嶋コース
笠間コース 笠間稲荷神社・笹目宗兵衛商店

当協会では、講座を受講、終了された皆さんにお渡しするバッジを制作致しました。
ボランティアの皆さんは各地での活動の際にご利用ください。

「Welcome to IBARAKI Volunteer Guide」バッジ
「Welcome to IBARAKI Volunteer Guide」バッジ
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2016年福岡市成人式にて

　阿見町には、平成
29年12月31日時点

で856人の外国人が住んでいます。フィリ
ピン人が一番多く次いでタイ人が二番目
に多く住んでいます。
　櫻井さんは2002年に来日され福島県
の大学を卒業された後、現地の保育園に
勤務された幼児教育の専門家であります。
ご結婚後、阿見町にこられ阿見町国際交
流協会員として中国語通訳、中国語教師、
ボランティア医療通訳などお子さんを育
てながら幅広く活躍されております。
　快活明瞭、フレンドリーな櫻井さんは、
周囲の多くの方々に信頼されております。

阿見町国際交流協会

　Buonjiorno a tutti!  Sono andata in Italia per 10 mesi.
　私は10 ヶ月間イタリア・スートリに留学をしました。
　イタリアでは、充実した日々を過ごしてきましたが、大変な事もありました。最も大き
な壁は「友達を作る事」でした。私は友達を作る事が得意だったので、イタリアへ行って

もすぐに友達が作れるだろうと思っていました。しかし、登校初日に隣に座った女の子からは
机を離され、全く喋る事が3カ月もできませんでした。留学前に想像していた楽しい毎日とは、
かけ離れていて焦りもありました。
　そこで、気持ちを切り替えて行動を起こしました。例えば、ギャグをやってみたり、友達の興
味がある事を調べて話しかけてみたり。その結果、登校初日に机を離してきたフランチェスカ
とは、親友になる事ができました。この他にも、苦手な犬が15匹もホストファミリーにいたり、
学校は苦手な理数系の科目がたくさんあったりと、日本で普通に生活していたら逃げていたよ
うな事もたくさんあったのですが、「ここはやるしかない」と頑張ってトライしてきました。努力
の甲斐あって、犬たちとは一緒に遊べるくらい仲良くなり、化学の周期表を美しいと思えるよう
になりました。このことから私は、何か達成したい事、やりたい事があるなら、難しくても恥
ずかしくても自分から挑戦すれば道は開けるという事を学びました。　　　
　また、イタリアから帰ってきて人に対しての接し方が変わりました。今までは見た目だけで自
分に合うか合わないかを判断して、合わないと思った
ら話をしませんでした。さまざまな国籍、肌の色の人が
いるイタリアで生活をし、彼らとたくさん話をすること
で、人は見た目ではなく中身だ、話をすれば分かり合
えると思えるようになりました。
　今後はこの留学経験を活かして、移民・難民の問題
について自分に何ができるのかを考えていきたいです。
　In bocca al lupo per vostro futuro.　Grazie.

櫻井さんを
ご紹介します

　龍ケ崎市は、日本で開催される2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピックに向けて、本市に所在する流通経済大学と連携し、代表チームの事前
キャンプ招致活動を行っています。
　同大学とキューバ共和国柔道チーム、オセアニア地域柔道チーム、タイ王国陸上競技チー
ムとの交流があった縁もあり、2020年東京オリンピック・パラリンピック等での前述チー
ムとの事前キャンプ実施に係る基本合意書を締結し、更に、国からもホストタウンとして
登録され、市内各イベントでホストタウン国等との交流事業などの紹介を行っているところ
であります。
　具体的なものとしては、前回のリオオリンピックの際にキューバ共和国柔道チームが本
市へ事前キャンプに訪れ、本市の子供達と和やかな雰囲気のもと柔道を通じた交流を行い、
子供達はメダリストとの稽古に目を輝かせていました。
　昨年4月には、キューバ共和国大使が本市を訪れ、市内の小中学校で講演を行い、南米
出身の生徒が大使とスペイン語で会話をするなど貴重な体験をすることができました。
　また、昨年夏季に、タイ王国ハンマー投げチームが本市で合宿を行うなどホストタウン
国と様々な取組みを進めてきています。
　更に、市民活動の面では、地元のコーヒーショップの理解によりまして、キューバ共和国とタイ王国のコーヒー豆を特別
に仕入れてくださり、市民へのPR活動にもご協力をいただいております。

　本市では市民の皆様の関心を調査するため、インターネット市政モニターアンケート
を実施した結果、事前キャンプの様子を見学したいと回答された方の割合は80％を超
えるなど関心の高さが伺え、改めて、積極的に市民参
加を推進していく事の重要性を感じています。
　今後も、本市の活動について、積極的なPR活動を進
めていきながら多くの市民の皆様が世界的なスポーツ
の祭典を様々な形で実感できる機会を創出するととも
に、交流人口の増加や本市の知名度の向上を図り、活
力の創出に繋げていきたいと思います。

ホストタウンの取り組み 龍ケ崎市秘書課 YOUNG EYES 水戸第二高等学校　2年
小林 侑里子

市内の子供達と金メダリストとの柔道交流

オセアニア地域オリンピック委員会とのMOU締結式

小学校でのキューバ共和国大使講演 市内イベントでのホストタウン国PR

友好都市歓迎会（左から３人目）

阿見町
櫻井さんにお聞きしました

これまで阿見町で生活してよかったこと、 感じたことなどを
教えてください。
　私は日本に来て16年余りになり、阿見町では10年近く住んでいます。
　阿見町に引っ越しして来たばかりの頃、学生時代にボランティアの方
にお世話になった事を思い出して、町役場の国際交流協会にて会員を
申し込みました。その後、協会の語学専門委員になり、阿見町の人とた
くさん接する事ができ、阿見町の一員として活動や活動企画にも積極的
に参加しています。毎年、季節に合わせて花見や料理教室、ハロウィーンパーティ
などイベントは盛り沢山。阿見は本当に人が優しく、子育てしやすいところだなあ
と感じます。
　野菜や果物が大好きな私にとっては、新鮮な農
産物がたくさん採れる阿見は最高です。特に阿見
地産の白菜、タケノコ、蓮根、メロンが新鮮で甘
くて美味しいです。子ども達に今が旬のもの、「こ
れは霞ケ浦の蓮根だよ」教えると喜んで食べてく
れています。今は、国際交流の活動をしながら、
中国教室や中国語通訳等をして充実した日々を送
り、わずかですが、自分なりに国際交流に力にな
れることができたら幸せです。

日本で生活している外国人の方々への
メッセージやアドバイスをお願いします。
　阿見町には、地域でも、国際交流協会でも、たくさ
んの活動を行っているので、子ども達を連れて気軽に
参加してみるといいと思います。そこから、子どもなり
に楽しめ、いろんな事を体験してたくさんの人と関わることで感受性が豊かになり、
大人もいろいろお話ができ、輪が広がって、生活がもっと楽しくなりますよ。

まい・あみ・まつり

コロッセオクラスメート

誕生日にはティラミスを
作ってもらいました

ホストファミリーとともに

自分と向き合った10か月

交

流
の

場
広櫻井春燕さん

阿見町在住（在住暦10年）
中国出身

さくら  い しゅんえん

　野菜のパッケージにくまモン、梅酒のビンにみとちゃん。ゆるキャラはどこにでも姿を現します。日
本のゆるキャラは世界中で知られていますが、私は日本に来る前にその存在感の強さを想像していま
せんでした。かわいいものもあり、少し気持ち悪いものもあり、大洗町の「アライッペ」のような何と
も言えないものもありますが、私にとっては全員（？）に奇妙な日本らしさがあります。
　私の出身地のスコットランドでも、ゆるキャラのようなものがあります。例えば、2014年にスコッ
トランドで開催されたイギリス連邦に属する国や地域が参加するコモンウェルスゲームズ（総合競技大
会）には、クライドというスコットランドの国花であるアザミの形をしたゆるキャラが登場し、様々な
グッズも販売されました。
　しかし、クライドは今ほとんど忘れられています。クライドはあくまで「商品」でしたが、日本のゆる
キャラの一部は「商品」を超え、「人間」みたいな存在になっていると思っています。熊本旅行をPRす
るためにフランス出張に行き、ステージに立ったのは、フランス語が堪能な公務員ではなく、日本語
さえできないくまモンでした。熊本地震が起こった時、くまモンの画像が募
金箱に使われたり、くまモン自身が避難所を訪問したりしました。熊本県を
代表したのは、県知事ではなく、くまモンだと言ってもいいでしょう。ゆる
キャラは、かわいいだけでなく、もっと深い意味があると思いました。
　スコットランドの国家公務員として働いている父に、「スコットランドを代表
するゆるキャラを作ればどう？」と冗談で提案しました。父が職場で提案し
てみたら、受け入れられなかったらしいです。かわいいハイランド牛（画像
調べてね！）や偉人があるので、ゆるキャラのネタもあるわけです。現在求
められていなくても、ゆるキャラは愛されるようになり、国の代表にもなれ
ると思うので、スコットランドでも受け入れてほしいです。

大洗町役場　まちづくり推進課
国際交流員

ケイトリン ・ ローリソン
（スコットランド出身）

ここが違って、おもしろい！  Across culture

スコットランド 日本VS

わが町の
外国人リーダー
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賛 助 会 費
団 体 会 員 １口　10,000円／年
個 人 会 員 １口　  3,000円／年

※賛助会特典、税金の優遇措置の詳細については、当協会ＨＰを
　ご覧ください。

　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。

賛助会員を募集しています！

大好き　いばらき　ふれあいまつり 平成29年度
使い残した年賀状で国際協力しよう！集計結果

　平成29年度の書き損じハガキ等の集計結果は下記のとおりです。
　これらは国際協力活動を行う団体等に寄付させていただきま
す。皆様のご厚意に感謝申し上げます。ありがとうございました。

平成29年度
茨城県国際化推進奨励賞受賞者決定

　茨城県では、本県の国際化推進活動に功績のあった個人、団体
に対し、茨城県国際化推進奨励賞を授与しています。昭和61年度
の創設以来、これまでに個人315名、団体199団体が表彰を受け
ています。このたび平成29年度の授賞者が決定し２月７日に授
賞式が行われました。
　受賞されたのは次の方々です。（敬称略）

　４月７日（土）に県三の丸庁舎
で開催される「第17回大好きい
ばらき　ふれあいまつり」におい
て、世界のゲームを体験できるテ
ントを出展します。皆さまぜひお
越しください。

茨城県留学生親善大使を募集します

　国際交流活動に意欲があり、県内の学校などで母国について紹
介できる外国人留学生を「茨城県留学生親善大使」に任命します。

（H30年6月頃に任命式開催予定）
　お知り合いや興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ当協
会までお問い合わせください。TEL：029-241-1611

事業ボランティアを募集します

　茨城県国際交流協会が主催する「外国人による日本語スピーチ
コンテスト」などの事業を通して、国際交流、国際協力
活動のお手伝いをしていただくボランティアを平成
30年度も募集します。詳しくは、当協会のホームペー
ジをご参照ください。

・書き損じハガキ

・使用済切手

・未使用切手

・使用済テレフォンカード

・外国紙幣・コイン

・現金類

2,990枚

約4.6キログラム

28,773円

175枚

1,773枚

20,700円

受賞者（個人１、団体４）

氏名・団体 内　　容
個人

団体

個人 外之内　登美
通訳やホームステイの受け入れ等で、
長年に渡り小美玉市の姉妹都市交流に
貢献。

団体 茨城大学「まなびの輪」
大洗町国際交流協会や小学校と連携し、
日本語教室や取り出し授業のサポートな
ど在住外国人の生活支援に貢献。

団体 外国人自主防犯
ボランティア団体「太陽」

県内初の外国人自主防犯ボランティア団
体として通学路の防犯パトロールや街頭
立哨など子どもの安全確保活動を実施。

団体 那珂市国際交流協会
27年に渡り、姉妹都市米国オークリッ
ジ市との中学生交換交流事業を実施し、
国際的視野をもつ人材の育成に貢献。

団体 はさき漁業協同組合

神栖市国際交流協会と連携し、日本文
化等を通して技能実習生と地域住民と
の交流活動を推進し、地域の多文化共
生社会づくりに貢献。

ＪＩＣＡボランティア2018年度春募集のお知らせ

　JICAボランティア2018年度春募集が４/２
（５/１締切）から始まります。
　今回の応募を考えている方はもちろん、
・いつか応募してみたい！
・JICAボランティアの概要説明を知りたい！
・開発途上国について知りたい！
・JICAボランティアって、どんな活動があるの？
とJICAボランティアに関心のある方、是非、JICA茨城デスクま
でお問合せください！
（JICAボランティアHP→http://www.jica.go.jp/volunteer/）
問合せ　JICA茨城デスク　E-mail：jicadpd-desk-ibarakiken@jica.go.jp
TEL：029-241-1611（公財）茨城県国際交流協会内

for you...

　茨城空港では、３月26日から10月25日にか
けて、台湾のLCC「タイガーエア台湾」による
台湾（桃園国際空港）へのプログラムチャー
ターが運航されます。詳細はタイガーエア台湾
のHP（http://www.tigerairtw.com/jp/）を
ご覧ください。
　茨城県では、これまで台湾路線の誘致に力を
入れて取り組んできましたが、１月に大井川和
彦知事が台湾を訪問し、トップセールスを行っ
たことで、７か月間という長期のプログラム

茨城空港に到着したタイガーエア台湾の機材

タイガーエア台湾による「茨城＝台湾」
プログラムチャーターが運航されます！！

チャーターの運航が実現しました。
　茨城県では、昨年12月に政策ビジョン『新しい茨城づくり』を策定し、「新しい夢・希
望」へのチャレンジとして、国際観光・国際交流に積極的に取り組むこととしております。
　台湾は、日本人にとって人気の旅行先で、近年の訪問人数は、アメリカ、中国、韓国に次ぐ
第４位。また、台湾からの訪日旅客数も中国、韓国に次いで多いことから、今回のプログラム
チャーターの運航により、本県と台湾の交流がより活発になるものと期待しております。
　２月３日～４日には、茨城空港で「台湾フェア in 茨城空港2018」を開催し、台湾の食
や文化を紹介。多くのお客様にご来場いただき、台湾の魅力を伝えることができました。
　５月４日～７日には、台北国際観光展示会に茨城ブースを出展し、台湾の皆様に「茨城＝
台湾」路線の利用を働きかける予定です。
　茨城県では、この他にもあらゆる手段を活用し利用促進につとめることで、今回のプログ
ラムチャーターを成功させ、定期便の就航につながるよう全力で取り組んでまいります。
ぜひ、皆様もタイガーエア台湾の茨城路線をご利用下さい！

九份
（ノスタルジックな雰囲気が漂う）

台湾フェア in 茨城空港2018

茨城県企画部空港対策課　課長補佐　竹村 明浩

　カリフォルニア大学への交換留学でやってきたロサンゼルスでの生活が、生まれ育っ
た水戸より長くなりました。ファッション誌のライター、テレビ番組の制作コーディネー
ター、ブランド戦略コンサルタントなど、現在でも私の仕事は並立してあちらこちらし
ていますが、共通しているのはアメリカの文化や情報を日本に伝えること。拠点のロサ
ンゼルスや西海岸を中心に、カナダ、メキシコ、南米も取材してきました。プレスとい
う特別な立場ゆえに許可される貴重なアクセスは、それがスペースシャトルの打ち上げ
であれ、ステラ・マッカートニーのファッションショーであれ、脳科学研究者のインタ
ビューであれ、心震えるものです。
　物理試験は追試ばかりで、理系が苦手なはずの私がシリアスな科学番組制作に関わっ
ているのは本人にも不思議な縁です。宇宙物理学者をはじめ科学者やエンジニア、宇宙
飛行士の取材時には、「小学生でもわかるように説明していただけますか？」とお願い
します。なにしろ難しい取材こそ「わかったつもり」が危険なので。日本ではおそらく「大
先生」級の研究者でも、アメリカはご本人の希望によりファーストネームで呼び合うこ
とがほとんど。取材相手へのリスペクトとカジュアルさのバランスは日米の感覚の温度
差があり、いまでも難しいと思うところです。真剣ながら和気藹々で取材を進め、この
人とは話ができるなと思っていただくと、いいお話が伺えることが多いのです。こうし
て人を通じて語られる宇宙開発や科学の物語は、人間的魅力が増し、それが番組や記事
として伝われば本望です。水戸一高時代にお世話になった物理の先生方に、この場をお
借りしてお礼申し上げます。（笑）

ファーストネームで語るアメリカンストーリー
ＬＡ在住　稲石 千奈美

アートな家族写真

アリゾナでのロケ写真

県だより
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賛 助 会 費
団 体 会 員 １口　10,000円／年
個 人 会 員 １口　  3,000円／年

※賛助会特典、税金の優遇措置の詳細については、当協会ＨＰを
　ご覧ください。

　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。

賛助会員を募集しています！

大好き　いばらき　ふれあいまつり 平成29年度
使い残した年賀状で国際協力しよう！集計結果

　平成29年度の書き損じハガキ等の集計結果は下記のとおりです。
　これらは国際協力活動を行う団体等に寄付させていただきま
す。皆様のご厚意に感謝申し上げます。ありがとうございました。

平成29年度
茨城県国際化推進奨励賞受賞者決定

　茨城県では、本県の国際化推進活動に功績のあった個人、団体
に対し、茨城県国際化推進奨励賞を授与しています。昭和61年度
の創設以来、これまでに個人315名、団体199団体が表彰を受け
ています。このたび平成29年度の授賞者が決定し２月７日に授
賞式が行われました。
　受賞されたのは次の方々です。（敬称略）

　４月７日（土）に県三の丸庁舎
で開催される「第17回大好きい
ばらき　ふれあいまつり」におい
て、世界のゲームを体験できるテ
ントを出展します。皆さまぜひお
越しください。

茨城県留学生親善大使を募集します

　国際交流活動に意欲があり、県内の学校などで母国について紹
介できる外国人留学生を「茨城県留学生親善大使」に任命します。

（H30年6月頃に任命式開催予定）
　お知り合いや興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ当協
会までお問い合わせください。TEL：029-241-1611

事業ボランティアを募集します

　茨城県国際交流協会が主催する「外国人による日本語スピーチ
コンテスト」などの事業を通して、国際交流、国際協力
活動のお手伝いをしていただくボランティアを平成
30年度も募集します。詳しくは、当協会のホームペー
ジをご参照ください。

・書き損じハガキ

・使用済切手

・未使用切手

・使用済テレフォンカード

・外国紙幣・コイン

・現金類

2,990枚

約4.6キログラム

28,773円

175枚

1,773枚

20,700円

受賞者（個人１、団体４）

氏名・団体 内　　容
個人

団体

個人 外之内　登美
通訳やホームステイの受け入れ等で、
長年に渡り小美玉市の姉妹都市交流に
貢献。

団体 茨城大学「まなびの輪」
大洗町国際交流協会や小学校と連携し、
日本語教室や取り出し授業のサポートな
ど在住外国人の生活支援に貢献。

団体 外国人自主防犯
ボランティア団体「太陽」

県内初の外国人自主防犯ボランティア団
体として通学路の防犯パトロールや街頭
立哨など子どもの安全確保活動を実施。

団体 那珂市国際交流協会
27年に渡り、姉妹都市米国オークリッ
ジ市との中学生交換交流事業を実施し、
国際的視野をもつ人材の育成に貢献。

団体 はさき漁業協同組合

神栖市国際交流協会と連携し、日本文
化等を通して技能実習生と地域住民と
の交流活動を推進し、地域の多文化共
生社会づくりに貢献。

ＪＩＣＡボランティア2018年度春募集のお知らせ

　JICAボランティア2018年度春募集が４/２
（５/１締切）から始まります。
　今回の応募を考えている方はもちろん、
・いつか応募してみたい！
・JICAボランティアの概要説明を知りたい！
・開発途上国について知りたい！
・JICAボランティアって、どんな活動があるの？
とJICAボランティアに関心のある方、是非、JICA茨城デスクま
でお問合せください！
（JICAボランティアHP→http://www.jica.go.jp/volunteer/）
問合せ　JICA茨城デスク　E-mail：jicadpd-desk-ibarakiken@jica.go.jp
TEL：029-241-1611（公財）茨城県国際交流協会内

for you...

　茨城空港では、３月26日から10月25日にか
けて、台湾のLCC「タイガーエア台湾」による
台湾（桃園国際空港）へのプログラムチャー
ターが運航されます。詳細はタイガーエア台湾
のHP（http://www.tigerairtw.com/jp/）を
ご覧ください。
　茨城県では、これまで台湾路線の誘致に力を
入れて取り組んできましたが、１月に大井川和
彦知事が台湾を訪問し、トップセールスを行っ
たことで、７か月間という長期のプログラム

茨城空港に到着したタイガーエア台湾の機材

タイガーエア台湾による「茨城＝台湾」
プログラムチャーターが運航されます！！

チャーターの運航が実現しました。
　茨城県では、昨年12月に政策ビジョン『新しい茨城づくり』を策定し、「新しい夢・希
望」へのチャレンジとして、国際観光・国際交流に積極的に取り組むこととしております。
　台湾は、日本人にとって人気の旅行先で、近年の訪問人数は、アメリカ、中国、韓国に次ぐ
第４位。また、台湾からの訪日旅客数も中国、韓国に次いで多いことから、今回のプログラム
チャーターの運航により、本県と台湾の交流がより活発になるものと期待しております。
　２月３日～４日には、茨城空港で「台湾フェア in 茨城空港2018」を開催し、台湾の食
や文化を紹介。多くのお客様にご来場いただき、台湾の魅力を伝えることができました。
　５月４日～７日には、台北国際観光展示会に茨城ブースを出展し、台湾の皆様に「茨城＝
台湾」路線の利用を働きかける予定です。
　茨城県では、この他にもあらゆる手段を活用し利用促進につとめることで、今回のプログ
ラムチャーターを成功させ、定期便の就航につながるよう全力で取り組んでまいります。
ぜひ、皆様もタイガーエア台湾の茨城路線をご利用下さい！

九份
（ノスタルジックな雰囲気が漂う）

台湾フェア in 茨城空港2018

茨城県企画部空港対策課　課長補佐　竹村 明浩

　カリフォルニア大学への交換留学でやってきたロサンゼルスでの生活が、生まれ育っ
た水戸より長くなりました。ファッション誌のライター、テレビ番組の制作コーディネー
ター、ブランド戦略コンサルタントなど、現在でも私の仕事は並立してあちらこちらし
ていますが、共通しているのはアメリカの文化や情報を日本に伝えること。拠点のロサ
ンゼルスや西海岸を中心に、カナダ、メキシコ、南米も取材してきました。プレスとい
う特別な立場ゆえに許可される貴重なアクセスは、それがスペースシャトルの打ち上げ
であれ、ステラ・マッカートニーのファッションショーであれ、脳科学研究者のインタ
ビューであれ、心震えるものです。
　物理試験は追試ばかりで、理系が苦手なはずの私がシリアスな科学番組制作に関わっ
ているのは本人にも不思議な縁です。宇宙物理学者をはじめ科学者やエンジニア、宇宙
飛行士の取材時には、「小学生でもわかるように説明していただけますか？」とお願い
します。なにしろ難しい取材こそ「わかったつもり」が危険なので。日本ではおそらく「大
先生」級の研究者でも、アメリカはご本人の希望によりファーストネームで呼び合うこ
とがほとんど。取材相手へのリスペクトとカジュアルさのバランスは日米の感覚の温度
差があり、いまでも難しいと思うところです。真剣ながら和気藹々で取材を進め、この
人とは話ができるなと思っていただくと、いいお話が伺えることが多いのです。こうし
て人を通じて語られる宇宙開発や科学の物語は、人間的魅力が増し、それが番組や記事
として伝われば本望です。水戸一高時代にお世話になった物理の先生方に、この場をお
借りしてお礼申し上げます。（笑）

ファーストネームで語るアメリカンストーリー
ＬＡ在住　稲石 千奈美

アートな家族写真

アリゾナでのロケ写真

県だより
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協会の
アルバム
協会の
アルバム

平成29年度に行った事業を
アルバムにしました。

「大好きいばらきふれ
あいまつり」が県三の
丸庁舎で開催されまし
た。県国際交流員に
よる世界のゲームコー
ナーには、多くの方が
来てくださいました。

大好きいばらき
ふれあいまつり 様々な国籍のゲスト

講師を迎えて、海
外の文化や社会問
題について英語で話
を聞き、意見交換を
行いました。
（春期：４～７月、秋
期：９～２月）

世界文化セミナー4月

県内の大学等で学
ぶ留学生が、県内の
高校生と野外バー
ベキューを通して交
流を深めました。ま
た、日本の伝統ブラ
ンドである西の内和
紙を見学し、和紙作
りも体験しました。

ワールドキャラバン野外バーベキュー交流会10月

稲敷市において防災
訓練が実施されまし
た。今回は留学生や
ALT等、外国人と災害
時語学サポ－タ－の
約30名が参加し、住
民避難、避難所体験、
救急法、起震車体験
訓練等を行いました。

茨城県・稲敷市総合防災訓練11月

青年中国上海
スタディツアー
（３/5～９）

3月

筑西市にて一日無料弁護士相談を実施し、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21件の相談に対応しました。

外国人のための
一日無料弁護士相談

日本発／世界発：青年のメッセージ
外国人留学生４名とコーディネーターによるパネ
ルトーク、また、10名の高校生がグローバル社会に
対する意見発表を行いました。

12月

国際理解
教育のた
め、県内の
小・中・高・
特別支援
学校、生涯
学習団体
等に、外国
人講師等

ワールドキャラバン
県内の留学生
６名、英語助
手16名、常陸
大宮市パラオ
共和国研修生
３名が１泊２日
のホームステ
イを通じて日
本の生活を体

茨城ふるさとファミリー事業

県内の高校生を対象にJICA筑波にて講座を開催
し、93名が参加しました。国際協力及び開発途上
国に対する理解を深めました。

高校生のための地球市民講座
ボランティア日本語教室などが講師の教授法講座やレ
ベルアップの研修会を実施する際に、指導者を派遣しま
した。参加者は熱心に受講していました。（９月～２月）

日本語アドバイザー派遣

を69団体、82件派遣しました。（９月～２月） 験し、茨城の家族を作りました。

9月

当協会と市町村国際交流協会等の関係者や市町
村職員等が一堂に介し、相互連携のための検討
や情報共有化を進めるために、ネットワ－ク会議を
開催し、40名が参加しました。

市町村国際交流協会・
市町村等ネットワ－ク会議 県国際課との共催で開催しました。県内の市町村、市

町村協会、外国人のための地域生活アドバイザ－51
名が参加し、「多文化共生のこれまでとこれから」を学
ぶとともに、外国人対応における課題と解決策につい
て参加者同士の討議を通じて研修を行いました。

市町村等外国人対応・相談担当者研修会

国際理解を深めるテーマで
10カ国、15名の外国人の皆
さんによる日本語スピーチコ
ンテストを開催しました。

外国人による日本語
スピーチコンテスト

2月

外国人の皆さんから寄せられる写真・コメントを募集し、イ
ンスタグラム・フォトコンテストを実施しました。茨城の魅力
を国内外に充分に伝えることができる、外国人ならではのユ
ニ－クさや面白さのある作品131点が集まり、最優秀賞１点、
優秀賞２点、佳作７点が選ばれました。

インスタグラムフォトコンテスト

国際理解教育
の意義や手法
について理解を
深めることを目
的に、「国際理
解教育研修会」
を開催しまし
た。県内の教職

国際理解教育研修会

8月

員、市町村国際交流協会、民間国際交流団体、当協会登録
ファシリテーターなど、５８名の方にご参加いただきました。

茨城県への理解を深めても
らうことを目的として、留学
生のバスツアーを行いまし
た。ひたちなかテクノセン
ターにご協力をいただいて
県内企業との交流会を実施
し、アクアワールド茨城県大
洗水族館も見学しました。

第1回クエスト
茨城留学生研修

7月

ネットワーク会議
県内の市町村、市町村国際交流協会、民間国際交流・協力団体の皆さんの相互連携、情報交
換と研修を目的としたネットワーク会議を開催しました。126名の方々にご参加いただきました。

県内の国際交流や国際理解推進事業で活躍していただく外国
人留学生９４名を「茨城県留学生親善大使」として任命しました。

茨城県留学生親善大使任命式6月
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