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ビクトリア市の新市長は自転車がお好き !

盛岡市の姉妹都市、カナダ ・ビクトリア市の新市長をご紹介します。

お名前はデイーン・ホーテインさん。2008年 12月 に就任されました。

2002年 から2008年 までビクトリア市議会議員を2期 務められ弁護士

としても活曜されていた方です。

こよなく、自転車を愛好されているそうで、熱心な自転車通勤族。

来年は盛岡市とビクトリア市が姉妹都市になって 25周 年という記念

の年です。ホーテイン市長、盛岡にオデッテクナンシェ | ディーン・ホーティンさム的

第51代のビクトリア市長です
―Pら

リアディ・パレード

今年のビクトリアディ・パレードの様子。

さっそくランジェルさんに送ってもらいました。

上の写真の建物は、ビクトリア市役所です。

ビクトリア市では、 5月 18日 (月)に 毎年恒例のビクトリアデイ ・

パレードが開催されました。

ビクトリアディは、市の名前の由来となったビクトリア女王の誕生日

を祝ったことが始まりで、毎年この時期に開催されます。

姉妹都市提携 20周 年の記念の年には、盛岡市から市民訪問団が

「さんさ踊り」を披露しました。来年、みんなでビクトリアヘ行こう 1

を繁窮電峰宇竹市だ
ミ〔43X三'ィク句
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世界各国、特にアジアから多く盛岡に来ている留学生たち。普段どんなことを感じながら、暮らしてい

るのか、また、盛岡をどう感じているのかを寄稿してもらうシリーズです。
1回目は、2001年 から4年 間留学されていたヒューさん(ベトナム出身)にお願いしました。

先生の家は?

2004年 10月に盛岡情報ビジネス専門学校の日本

語学科に入学した時はベトナムで学んだ日本語は通

じないし、聞き取ることも大変でした。日本語を勉

強し始めたばかりのこと、私はよく習った単語と文

型を使って会話をしていました。ある日先生に 「ト

イレの中に先生の家がありますか?Jと

聞くと 「えぇ?ど ういうこと?Jっ てび

っくりされました。実は、私は家の中に

トイレがあるかを聞きたかったのです。そ

の時は、先生は紙に絵を書いて説明して

くれました。説明を聞いた後、とても恥

ずかしく、先生に謝りました。

親切なモリオカ人

盛岡の街を歩いていて迷い、道を聞い

たらとても親切に教えてくれました。

東京に行ったときは、道を聞いても 「わ

からない」と素っ気ない返事しか帰って

きませんでした。あらためて盛岡の人の

温かみを知りました。そして、冬が長く

続いているので、盛岡の人々は我慢強い

人が多いと思います。とてもおとなしく、

はっきりしたことをあまり言わないし、

親切です。

ア'″ イヽトで接遇と自立性を

盛岡では、学校での勉強、学費や生活

費のためにアルバイトをしなければなり

ませんでした。店の人達は優しく、親切

で人との付き合い方や丁寧な話し方など

色々なことを学びました。そして何より

も 「自立性」を養うことができ、とても

良い経験でした。

日本語学科を卒業して、私は専門学校盛岡カレ

社の文化、人の考え方など多くのことを学ぶことが

でき、盛岡で出会った多くの人達は私にとって貴重

なものです。

今後、チャンスがあれば盛岡を訪れたいと思っ

ています。

(2009年2月まで盛岡のl■lI BCソ フトアルファに

勤務し3月 に帰国。現在は、会川ビジネス研究所

ホーチミン事務所研究員として活躍されています。)

ッジオブビジネスで簿記やビジネス文書を

学びました。最初の 1年 間は専門用語や

先生の話し方などなかなか理解できません

でした。また、簿記検定や秘書検定にも

挑戦しましたが、日本の資格訓験はベトナム

に比べて厳しく不合格の時はとても落ち込

みました。卒業時には簿記検定 2級 や茶道

の資格も取ることができました。

日本人が礼儀正しいと聞いたことがあり

ますが、実際に専門学校に入った後、丁寧

な話し方 ・お客さんに対しての対応の仕方 ・

断り方等を勉強して、「ネL儀正しい」という

言葉をよ。く理解できました。

モリオカ人のさんさへの情熱

日本での就職を考え、盛岡の会社の入社

試験を受け幸いに、正社員に採用されました。

会社では電話応対、来客接待、文書作成な

どを学びました。「盛岡さんさ踊りJに も会

社の一員として参加し、盛岡の人達が4日

間の夏祭りに一所懸命になる気持ちが分か

りました。

また、采たい !モリオカ !

盛岡での生活を通して、日本の文化、会

。tuぉ か



第 2回 ア ジ ア の 屋 台 村 &の ど 自慢

岩手大学学園祭の人気屋台 (7カ 国)が 街中に

やってくる 1

*日時 7月 5日 (土)11時 ～

*場所 お でって広場

留ヤ生によるのど自慢も中国人が歌う 1南部牛

追い唄」やフラン人が歌う 『圭子の夢は夜ひらくJ

などの話題曲?が たくさん |

今年もやります i

昨年の屋台村の様子

要・チエツクl日
本支1蕊 験講座

外国籍市民と盛岡市民が一
緒に日本の文化を体験

する
Ⅲ
スペシャル講座

"を
只今企画中です 1

協会事務局に武士、忍者大好き人間がいるので

武 L道 ?的 な内容になりそうです。(因みに下図の

ようなハードな議座でないのでご安心を・・・)

燕
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理教重

第 1回目はタイ米半里を6月28日に開催しました 1

攻回は、8月 23日 (日)に ペルーの辛い料理

を作ります !申込みは、賛助会員の方は8月 3

日 (月)か ら会員以外は5日 (水)か ら受け付

けます。

さて、 3回 日はどこの

国の辛～い料理でしょ

うか?

こちらは去年の→

火鍋(やっぱり辛口)です

諏 翌 キッズ ・レッツ ・プレイ

幼児向けの英語教室です。第 1回 目は 7月 31日 (金)に 開催します。

申込みは7月 22日 (水)9時 から電話 (6267524)で 受付ます。

英語に興味のある子供たち、あつまれえ～ ○ !

今年度は幼稚園や保育所への出前キッズも予定しています。「うちの幼稚園に来てlJというご希望のある

方は協会までご連絡ください。
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忍者好きの協会事務局員が作成しています。

ページのどこかに忍者が潜んでいるかも ・・・

イベントの詳しい内容は、随時、協会のホすムページに掲載しています。

楽しいイベントを逃さないためにも、こまめにホームページをチェック 1

毎年人気の中国語、韓国語に加えてスペイン語

も開催します。

中国語は6月 から開催中。スペイン語 (ラテン)

は 7月 2日 から開催 しますので、中込み受付

中 |。韓国語はただ今、計画中です。

当協会の語学講座は、ダンスや漢方薬などの各

国文化も学べるのデス。

tuぉ 押 。



国際交流団体活動への支援のお知らせ

腎!

市内の民間団体が行う国際交流活動を支援する

ため、補助金制度を設けています。

ぜひ、ご活用ください。

・変更になった点

*補 助金の額 :補助金の上限額

5万 円→ 10万 円

米補助金の対象になる事業

盛岡市内で行う事業⇒外 国 で の

盛岡の文化紹介等の事業
も対象とします

平成 20年 度の補助金交付団体と事業

補助金交付団体 事業名 補助金

国際交流イベ ン トグループ

Lalala

、′rOrid Lalala Classic

秋の運動公
50000円

NPO法 人 未 来図書館
国際派キャリアプロジェクト
～世界S勧 きたい君たち～ 44340円

*過 去の補助金の交付実績は協会ホームページにも掲載し

ています。

httpl//、vwv、ve―morioka com/～moriint1/kouhudantai htm

新着図書  ど んどんご利用ください 1

・はじめての英語の歌 歌 で覚えるらくらくイン

グリッシュ (全41曲 CDイ寸)

・アメリカの小学校ではこうやって英語をおしえて

いる (リーパーすみ子著)

・オバマ大統領就任演説 (生声CD付 )

。おでんせ盛岡 (DVD。 日・英 ・韓 ・中国語)

女性センター (おでつて 5F)で 貸出中の協会図書

・ダーリンは外国人 2

・ダーリンの頭の中

・世界 43カ 国のサラダレシピ 114

・食文化の中の日本と朝鮮

。日本人とユダヤ人

・ブータンに魅せられて

。いま、なぜ 「武士道」か

。オバマ演説集 (生声 CD付 )

・脳を育て、夢をかなえる な ど

【女性センターで貸出の手続きが必要です。】
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あなたも賛助会員になって国際交流をしましょう1

昨年度は、 162人 、 18団 体の方にご協力を

いただきました。ありがとうございました。

賛助会員になっていただくと、協会主催の料

理講座などの先行申込みや参加費割引、図書の

貸出しが受けられます。

家族や友人でお誘い合わせのうえ、この機会

にぜひご加入ください。

振込手数料が無料となる振込書もあります。

協会事務局まで電話かEメールでご連絡ください。

個人会員 : 1,000円 /年

団体会員 :10,000円 /年

今年度も始まって早々に新型インフルエンザが世

界的に大流行して、騒がしい年度の始まりとなりま

した。

そんな中でも着々と当協会は喜んで頂けるイベン

トの構想を練りました。みなさま、ふるってご参加

ください。でも、秋になってまた、新型 (秋にはも

う旧型になるかも?)イ ンフルエンザが流行しなけ

ればいいのですが ・・。(眠り姫)

定 橿委委 古紙配合率 100%再 生紙を使用しています。


