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平成 4 年 11 月 16 日に設立された財団法人
盛岡国際交流協会は、今年度 20 周年の節目
の年を迎えることができました。これまで当
協会を支えてきてくださいました会員の皆様
や国際交流関係団体の皆様に対しまして、心
より感謝を申し上げます。
当協会は盛岡市の歴史、文化などの特性を

今後の国際交流のあり方や国際相互理解の
あり方について今一度見つめ直す絶好の機会
と考えております。

生かしながら、国際交流活動を展開すること

さらに、現在、盛岡市には約 1300 人の外

で市民の国際交流への理解を図ることにより

国籍市民が生活していますが、その国籍はさ

「世界に開かれた魅力あるまち・盛岡」の創

まざまで文化や習慣、考え方などは多様です。

造に寄与することを目的に設立されました。

外国籍市民の占める割合は約 0.4 パーセント

これまでの歩みを振り返りますと、中学生

と多くはありませんが、地域社会の一員とし

の派遣研修やスポーツを通じた友好親善など

てお互いの違いを理解し、日本人、外国人問

のカナダ・ビクトリア市との姉妹都市交流、

わず住みやすい街づくりをしていかなければ

料理講座・語学講座など市民が参加できる国

なりません。

際相互理解を目的としたイベントの開催、さ

私たちは、これまでの実績を貴重な財産と

らにはアジア圏からの留学生が多いことから

し、事業を継続・発展させるとともに、この「多

始まった「アジアの屋台村」を開催するなど、

文化共生」のまちづくりを進めることこそが、

「国際理解」「親善交流」を中心とした活動を

名実ともに「世界に開かれた魅力あるまち・

通じて、“世界に開かれた魅力あるまちづく

盛岡」の実現に結びつくものだと考えていま

り”に一定の役割を果たしてまいりました。

す。

一方で、長引く社会経済情勢の低迷などに

当協会は、民間国際交流の中核組織として

よる交流事業の縮小傾向、賛助会員登録者数

さらなる飛躍を目指してまいりますので、引

の伸び悩みなど、当協会に対する多くの期待

き続き皆様のお力添えをよろしくお願いいた

と同時に課題も少なくありません。

します。

このような中で、当協会は来年度公益財団
法人に生まれ変わることになりました。

財団法人盛岡国際交流協会
理事長

三浦

宏
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今年は大槌町で開催

会場のテーブルは
満席！

世界の屋台村

大槌町の城山公園体育館を会場に６月 23
日、
「世界の屋台村＠大槌町」を開催しました。
今年は、中国やマレーシア、アフリカ連合、
しんきょう

ベトナム、新彊ウイグル自治区の５カ国・地
域が参加し、大槌町民の皆さんに郷土料理を
振舞いました。
会場には約 700 人の町民の皆さんが足を運
んでくださいました。「日本で食べることが
ない味で、興味深い」とか、「水餃子は皮か

初めて出店したア
フリカの皆さん

ら手作りと聞いてびっくり。市販の皮と違っ
て、モチモチしていて美味しい」など会場の
皆さんに大変喜んでいただきました。

外国の郷土料理のほか、のど自慢も開催し、
町民の皆さんの自慢ののどを披露していただ
き、参加賞として、支援団体から提供頂いた
支援物資をプレゼントしました。
また、会場では盛岡市社会福祉協議会や遠
野まごころネット、茨城のＮＰＯ団体、山形

料理を待ちなが
ら留学生と交流
しました

のラーメン屋が催しを開き、会場は大いに賑
わいました。

5 周年目を迎えました♪♪
のど自慢大会で
最優秀賞を獲得
したヨハンさん

５周年を迎えた「アジアの屋台村」が７月
７日、プラザおでってのおでって広場で開か
れました。
今年は過去最多の８カ国・地域が出店しま
しんきょう

した。昨年も参加した中国や新彊ウイグル自
治区、ネパール、ベトナム、インドネシアの
ほか、久々のバングラデシュと韓国に加え、
台湾が初めて出店し、５周年の「アジアの屋

初出店の台湾ブース

台村」を盛り上げてくれました。
13 時からはおなじみになった外国籍市民
によるのど自慢大会が開かれ、アイスランド
出身のヨハンさんが「メランコリーの軌跡」
を歌い、最優秀賞に輝きました。のど自慢大
会の参加者は、素晴らしい日本語と伸びのよ
い歌声で会場を沸かせていました。
会場はたくさんの
人で大賑わい
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約 400 人が来場し、各国の料理に舌鼓を打
ち、留学生との交流を楽しんでいました。

ＪＩＣＡボランティア活動報告～タンザニア編～
活動報告第２弾は、タンザニアか
毎朝７時 30 分に行われる朝礼と国歌斉唱

らの報告です。自動車整備の知識を
教えている谷地舘雄司さん。

タンザニア

タンザニアは一体どんな国なので
しょうか？

ですが、この１年タンザニアの人たちに温か
く支えられながら活動してきました。
この１年間、異国で生活してみて思うこと
があります。
初 め ま し て。 タ ン ザ ニ ア の ム タ ワ ニ ャ
Folk Development College (FDC) で 22 年度
4 次隊青年海外協力隊（職種：自動車整備）
や

ち だてゆう じ

として活動している谷地舘雄司です。
私の任地のムタワニャという町は、日本か
らドバイ経由でタンザニアのダルエスサラー
ムという都市まで飛行機で行き、そこから南
へ約４００km、飛行機で約１時間程の所にあ
るムトワラという町から更に南へ５km 程進ん
だ所にあります。すぐ隣は、モザンビークと
いう国になります。
配属先のムタワニャ FDC は、大工科、溶接
科、縫製科、自動車整備科が有りまして、地
域住民が手に職を持てるように、知識と技術
を習得する場の提供をしており、授業も行っ
ています。日本でいう職業訓練校のような学
校です。
私は、同僚教師１名と共に自動車整備科の
生徒に自動車に関する知識を習得してもらえ
るように日々努力しています。
４１歳にして、初めての海外生活、春夏秋
冬のはっきりした岩手から、平均３０度はあ
た料理、雨で使用できなくなる道路事情、時
刻表のないバスの運行、整備不良の自動車や
バイクでの移動、いつ出なくなるか分からな
い水道、不安定な電気、値段が高すぎて、使
う気にならないガス、使いたいときに繋がら
ない電話・パソコン、そして語学力のセンス

かなかったのですが、水道、電気、ガス、電
話、そして道路が当たり前に、いつでも使え
るようになっていること、そして、不具合が
発生した場合すぐに対処できるようになって
いること、公共機関の信用度が高いこと、農
作物や、家畜を手間暇かけて育てること、質
の高い日用必需品を手に入れることができる
こと、これ等のことは、とてもすばらしいこ
とだったのだなということです。
そして、東日本大震災という未曽有の大災
害に遭いながら、１年でここまで、復活した
のだということは、とても凄いことです。
残りの活動期間で自動車整備に関すること
以外にも、このような日本の凄いそして、素
晴らしいシステムを少しでも紹介できれば良
いと思います。
最後になりますが、本来であれば復旧活動
をするときに、頑張ってこいよと励まして送
り出してくれた、みなさんに感謝します。
そして、帰国後は復興のお手伝いができる
ように、残り１年経験を積みたいと思います。
新学期２年生と先生と一緒に
記念撮影

ろうかと思われる気温、油をたくさん使用し

日本にいるときには当たり前すぎて気がつ

のなさ等々、さまざまトラブルが日常茶飯事
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♪明るく陽気に楽しく料理♪
６月４日にプラザおでっての生活アトリ
エで、料理講座を開催しました。今回取り
上げたのはインドネシアの家庭料理です。
メニューは、豆腐と野菜の炒め物（オセン・
オセン・タフ・チャンプル）、スタミナ野菜
スープ（サユール・アサム）、揚げバナナ（ピ

わからないところを講師に聞き
ながら調理を進めます

サンゴレン）の３種類。調理が進むにつれ、
美味しそうな匂いが漂います。
料理の試食のあとは、インドネシアのジャ
ワ舞踊の基本動作を教えていただきました。
「まるでストレッチのよう」という声もあり、
参加された皆さんは終始笑顔で体験していま
した。
４時間という短い時間でしたが、参加者
14 人は南国気分を味わえたようでした。

ジャワ舞踊の動きを体験

外国人向け説明会を開催
協会は４月 28 日、プラザおでって大会議
室を会場に、７月９日から始まる新しい在

確認や個人の事例までさまざまな質問が出
ていました。

留管理制度と住民基本台帳法についての説
明会を行いました。
入国管理局と盛岡市市民登録課の職員が
講師を務め、新しい制度の説明の後に、参

入国管理局の職員の
説明に耳を傾けます

加者からの質問に答えました。制度内容の

平成 24 年度賛助会員募集中
あなたも賛助会員になって国際交流をし
てみませんか？会員になると下記の特典が

今後のイベント予定
☆８月６日～９月 10 日（毎週月曜日）
中国講座（ピンインが理解できる方対象）
☆ 11 月 17 日（土）

受けられます。
▼協会主催の講座などの先行申し込み
▼協会主催の講座等のや参加費の割引
▼協会機関紙「国際交流もりおか」の送付
▼図書の貸出し

財団法人盛岡国際交流協会設立 20 周年記
念イベント

編

集

後

記

暑い日が続きますね・・・

【年会費】

トップページの理事長のあいさつのとお

個人会員

１口

１０００円

団体会員

１口１００００円
盛岡国際交流協会キャラクター
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り、今年度当協会は 20 周年の記念の年です。
現在、記念イベントを企画中ですので、お
モリーラ

楽しみに！

（にゃーご）

