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毎年恒例となりました鈴鹿国際交流フェスタ「わいわい春まつり」の実行委員
を募集します。メンバーは、様々な国籍や年代の方で構成されています。
異文化理解を体験しながら、みんなでわいわい話し合って、一緒に楽しいおま
つりを作りましょう♪

実行委員会：毎月第１金曜日 19:00～21:00 ごろ
(第 1 回実行委員会は、10 月 6 日にスタートしました)
申込み：鈴鹿国際交流協会へ直接いらっしゃるか、
電話でご連絡ください。

容

○わいわい春まつり実行委員
募集
○ブルキナファソナショナル
デー＆料理講座案内
○鈴鹿市・ベルフォンテン市
青少年相互交流事業報告
○日本語検定（Ｎ１・Ｎ３）
模擬試験開催
○学習支援ボランティア養成
講座
○日本語能力試験 模擬試験
○国際理解講座（ペルー料理）
○ペルー写真展

[わいわい春まつり](予定)
日

時：2018 年 4 月 22 日(日)
10:00～15:30

ところ：鈴鹿ハンター
＆弁天山公園
実行委員と当日ボランティア（2017 年）

と き
ところ
定 員
料 理
申込み

：11 月 17 日（金）11 時 30 分～15 時
：鈴鹿市文化会館 調理室
講 師 ：ブルキナファソ大使夫人
：32 名 （先着順・賛助会員優先）
：ブルキナファソ郷土料理
参加料 ： 500 円
：11 月 10 日（金）までに、はがき・FAX・E-mail にて、郵便番号・住所・氏名・電話番号をご記入の上
協会（〒513-0801 神戸 1－17－5）へ（受講案内は 11 月 10 日より順次発送予定）

★ブルキナファソについては、他にも・・・
<ナショナルデー式典>

11 月 17 日(金) 18：00～19：30 鈴鹿市文化会館にて行います。大使のスピーチや

三重アクターズスクールの子どもたちによるライオンキングの観劇があります。入場無料です。
<パネル展>

鈴鹿ハンター サブコートにて 10 月 30 日から 11 月 4 日まで、パネル＆写真展を行います。

JICA ボランティアが活動の合間に現場の目線で撮った写真から、ブルキナファソの生活を見てみましょう。
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鈴鹿市・ベルフォンテン市
青少年相互交流事業報告
７月３１日(月)～８月８日(火)まで、鈴鹿市の友好都市ベルフォンテン市とロサンゼルス市へ、市内で選ばれた
７月３１日(月)

中高生８名が研修旅行に出かけました。
全日程は右の通りです。
ベルフォンテンでは、８月２日～６日まで５泊ホームステイを
しました。

８月 １日（火）
ロサンゼルス
８月 ２日 (水)
８月 ３日 (木)
ベルフォンテン
８月 ４日（金）
ベルフォンテン

充実した研修旅行の様子をご紹介します。

ロサンゼルス
＊キャンパスハリウッド見学
Campus Hollywood という専門学校のキャンパスツアーをしま
した。 1. ミュージシャンを育成するミュージシャン インス
ティテュート 2. 舞台パフォーマンスを学ぶシアター オブ

８月
８月
８月
８月

５日（土）
６日（日）
７日（月）
８日（火）

出発式
鈴鹿→セントレア→ロサンゼルス
＊キャンパスハリウッド見学
＊グリフィス天文台見学
＊全米日系人博物館見学
ロサンゼルス→ベルフォンテンへ
＊ZIP LINE 体験
＊ボートライド
＊市長表敬訪問
＊消防署見学
＊乗馬体験
終日ホームステイ
＊フェアウェルパーティ
ベルフォンテン出立
鈴鹿到着

アーツ 3. ダンスを学ぶインターナショナル ダンス アカデミー 4. 映画の特殊メイクなどを学ぶプロフェッショ
ナル メイクアップ スクール という４つの学校を見学しました。

映画の特殊音を作る講義を見学

特殊メイク授業。日本人の学生さんがみえました！

＊グリフィス天文台見学

講師の先生方に英語で自己紹介！

ここは、有名なハリウッドの看板が見渡せる所で、
映画の撮影にも良く使われる場所です。
古くはジェームスディーンの「理由なき反抗」や、
最近では、
「ターミネーター」や「ラ・ラ・ランド」
の撮影も行われました。
ここから見渡す景色はとても綺麗で、夜景で有名な
スポットのようです。
まさにカリフォルニアの青い空！！でした。

＊全米日系人博物館見学
次に、ダウンタウンのリト
ルトーキョー近くにある全
米日系人博物館に行きまし
た。ここには、明治時代に
渡米した日本人移民の 100
年に渡る日系社会の歴史が
紹介されていました。
日系一世の方の苦難や、第２次世界大戦下での迫害や強制収容所での暮らし、それらを乗り越えて市民権を獲得す
るまでの様々な展示がありました。そうした時代を経て今、私たちは、アメリカにホームステイに来て交流をし、
絆を深めています。改めて世界の平和を強く願いました。
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ベルフォンテン

出発式に末松市長からお預か

＊ベルフォンテン市長表敬訪問

りした親書を Ben 市長にお渡し
しました。同時に Ben 市長も、
末松市長への親書を読んで下
さいました。昨年、両市長が
互いの市を訪問し合い、より絆
を深めたせいか、今回の受け入
れも大変心温まるものでした。

＊文化紹介
市長表敬訪問とフェアウェルパーティの中で、鈴鹿や三重県の文化紹介をしました。
＜かぶせ茶の紹介＞
市長表敬の際は、
かぶせ茶と煎茶を温
かいお茶で、フェア
ウェルパーティの際
は、水出しのお茶で
それぞれ利き茶をし
てもらいました。
＜忍者の紹介＞

外国人が持っている忍者のイメージと実際の忍者がどう違うのか、忍者の使命
や行動、服装、手裏剣や食べ物などについて、スクリーンを使って詳しく説明
しました。そして、忍者の衣装を試着体験してもらい、本物に近い重さの手裏
剣を使って、正しい手裏剣の持ち方・投げ方を教え、実際にみなさんに的に向
かって投げてもらいました。
＊消防署見学
救急車を見せてもらったり、
消防服を着せてもらったり
しました。
そしてナントそのまま、救急
車で昼食の場所まで！！
みんなビックリ！！
＊エキサイティングなアクティビティ
今回は、たくさんの野外活動がありました。ZIP LINE やインディアンレイクでのボートライド、それから乗馬体験！
初めての経験ばかりで、派遣生は大興奮でした！
ホストファミリーのみなさんや市の関係者のみなさんが、非常に温かく迎え入れて下さり、とても充実した思い出
深い旅となりました。
この体験が、彼らの将来の大きな夢や目標の種となり、大きく成長していってくれることを願います。
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対

象：外国籍児童・生徒の学習支援に興味がある方

と

き：11 月 18 日(土) 10：30-11：30

と

き：10 月 22 日（日）
9:30-12:00(N3)、13:00-16:00(N1)

ところ：鈴鹿市役所別館第 3 2 階北会議室

ところ：ジェフリー鈴鹿

受講料：無料

※また、翌週２９日（日）には、その解説をします。

講

お金：500 円

お近くでお知り合いの外国人がいらっしゃいま

師：中林 幸春さん（ワールドキッズ代表）

したらご案内下さい。

申し込み：11/15(水)までに、メール、FAX で SIFA へ

９月１０日（日）鈴鹿市文化会館調理室で、ペルー料理講座を行
いました。参加者は３２名。内１０名は外国人（ブラジル人・ペル
ー人）でした。
講師は日本に住んで２７年、四日市で語学を教えていらっしゃる
大山ロザナさんでした。
メニューは、
ロモ・サルタード、
カウサ・レジェーナ
レモンパイ でした。
ジャガイモはペルー発祥とされ、色も種類も日本で見る数よりもうんと
多いことや、紫トウモロコシでチチャモラーダというジュースを作ること
など、説明がありました。
テーブルでは、日本人と外国人が同じグループで料理をしながら、互いの国の料理の作り方の違いなど、話題
も豊富に親睦を深めていました。
この料理講座は、料理を通じてその国の人々・文化・風習などを理解することを目的に行っていますので、
このように、各テーブルで互いに異文化理解しながら同じ料理を作ることは、とても素敵なことだと思います。

９月１２日～１７日、鈴鹿市役所１階市民ギャラリーにて、
ペルーをテーマにした特別展「写真で見るペルーの記憶
1890-1950」をペルー総領事館と共催で開催しました。
鈴鹿市でペルー国籍の人は、ブラジルに次いで２番目に多い
です。
市民のみなさんに、近代化に向けて歩んだペルーの軌跡を写
真４４点を通して見てもらい、他にも移民の歴史や市内のペル
ーの食品を扱うお店、ペルー料理などをパネルで紹介しました。
来場者向けアンケートでは、みなさん、歴史・食べ物・観光ほぼ全てに同じ位の興味をお持ちのようで、展示
を通してペルーを理解された様子がうかがえました。
公益財団法人鈴鹿国際交流協会（SIFA）
〒513-0801 鈴鹿市神戸 1-17-5 別館第 3
TEL：059-383-0724 FAX：059-383-0639

✉sifa@mecha.ne.jp URL： http://www.sifa.suzuka.mie.jp
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