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協会設立 20 周年記念式典＆交流会開催決定
平成４年 11 月 16 日に設立された当協会は、 学長を講師にお迎えし、講演会を開催いたし
今年で設立 20 周年を迎えます。これを記念

ます。

し、11 月 17 日に盛岡駅前のホテルメトロポ

式典後の交流会では、外国籍市民の皆さん

リタン盛岡本館において、記念式典と交流会

から母国の民族芸能などを披露していただく

を開催することといたしました。

予定です。

記念式典では、これまで国際交流にご尽力

多くの皆さんにご出席いただき、盛岡国際

いただいた団体・個人に対し感謝状を贈呈す

交流協会の 20 周年と今後の発展を祝うとと

るとともに、当協会の事業にさまざまな場面

もに、外国籍市民の皆さんとの交流を図って

でご協力いただいている岩手大学の藤井克己

いただきたいと存じます。

≪財団法人盛岡国際交流協会設立 20 周年事業≫
【日

時】2012 年 11 月 17 日（土）17：00 ～ 20：30

【場

所】ホテルメトロポリタン盛岡

＜記念式典＞

＜講演会＞

【時間】17：00 ～ 17：20
＊国際交流にご尽力いただいた団体・個人

【時

間】17：20 ～ 18：20

【講

師】藤井克己氏

への感謝状の贈呈

（岩手大学学長）
岩手大学藤井学長

＜記念交流会＞
【時

間】18：30 ～ 20：30

＊外国籍市民の皆さんに、民族舞踊や民族楽
器の演奏などを披露いただく予定です。
外国籍市民との交流もお楽しみださい。

民族舞踊や民族楽器を披露
（イメージ・アジアの屋台村より）

もりおか ［１］

国際交流への熱意を発表
７月 28 日にプラザおでってで、「中学生に

13 日までの事前研修を経て、11 月３日、８

よる国際交流コンテスト」第二次審査のスピ

日間のビクトリア市の海外研修へと旅立ちま

ーチコンテストが行われました。

す。

第一次作文審査には過去最多となる 49 人

スピーチコンテスト会場の様子

の応募があり、その中から 12 人の生徒が第
二次審査へと進みました。
自分の伝えたいことを紙に書いたり、熱意
が伝わるように力強い声で発表するなど、ス
ピーチをした生徒たちの国際交流への熱い思
いは、さまざまな形で表現されました。
堂々としたすばらしい発表ばかりでした
が、その中で、「武士道」の文化をカナダの
人たちに伝えたいという思いを発表した小田
ひろ む

大夢さん（厨川中学校 3 年）が最優秀賞を獲
得しました。このほか最優秀賞に選ばれた５
人とともに、中学生ビクトリア市研修に参加
することになりました。９月８日から 10 月

中国講座を開催

ひろ む

最優秀賞を受賞した小田大夢さん

さんさ踊りに参加しました
８月２日、台湾観光舞踊団が盛岡さんさ踊
りに参加しました。台湾の皆さんからは、こ
れまで東日本大震災への支援を続けていただ
いていますが、被災地の人たちを励ましたい
との思いを胸に来日し、台湾獅子舞や龍神舞
などを披露し、盛岡さんさ踊りを盛り上げま
した。

講座中の様子

プラザおでってで、8 月 6 日から全 6 回コ

パレードの先頭である舞踊団を、今年も
中学生ビクトリア市研修に参加した生徒たち

ースの中国講座を開催し、11 人が受講しま

が、横断幕やのぼりを掲げ、先導しました。

した。

短い時間でしたが、台湾の人たちと交流する

今回の語学はピンインを理解している人を

ことができました。

対象とした、ちょっとレベルの高い講座でし
た。しかし、話している中国語を理解したり、
発音がきれいだったりと、参加した皆さんの
中国語のレベルの高さもうかがえました。
また、語学講座のあとに、現在の中国事情
を中国語で学んだり、中国で有名な歌を聞い
て、一緒に歌ったりしました。
台湾舞踊団を堂々と先導しました

もりおか ［２］

続・留学生のつぶやき～ベトナム編～
今回は、盛岡情報ビジネス専門学校日本語学科に通っているベトナム人のグエン・ディン・フンさん。
彼は、盛岡のことをどう思っているのでしょう？

岡にいました。電気もガスも食べ物もなくな
りました。しかし、そんな状況でも盛岡では
混乱は全く見えませんでした。驚きました。
私は新聞配達のアルバイトをしていて、大震
災直後、「電気がなくなったので新聞配達も
休むはずだ」と思いましたが、実際は通常ど

達からよく聞かれたのは「どうして盛
岡を選んだのですか？」、「どうして東
京や大阪などの大都市へ行かないので
すか？」という質問でした。そのとき、
私ははっきりと答えることができませ
んでした。
盛岡に２年間住んでいる間に、まだ
残っている印象は近所のおばあさんの
ことです。そのとき、私は２人の友達
と北山に住んでいました。当初あまり
近所の人に会いませんでたしが、八百

盛岡について

は日本にきました。日本にくる前、友

盛岡情報ビジネス専門学校日本語学科
グエン・デ�ン・フンさん

今からちょうど２年前の 10 月、私

おり新聞を配達しました。最初は「変
だなぁ、こんな危ないとき新聞を読む
人がいるのだろうか？」と思いました
が、店長はこう教えて
くれました。「こんなときこそ、新聞
が大切なものだ」と。私たちがやって
いたことは本当に意味のあることだと
感じました。同時に日本人に感服しま
した。
盛岡にきてもう２年が経って、日本
語も話せるし、生活習慣も慣れました。
また、勉強になったことも多くありま
す。愛着もあり穏やかな盛岡にもっと
長く住みたいと思っています。もし、
今誰かに「どうして盛岡を選んだので
すか？」と聞かれれば、私ははっきり
答えることができます。

屋を営んでいる一人のおばあさんに会
いました。日本にきたばかりで、私は日本語
に自信がなく、挨拶だけですませようと思い
ました。しかし、初めて会ったのに、おばあ
さんは５個の梨をくれました。本当にびっく
りしました。しかし、それだけでなく、毎日、
おばあさんは野菜や果物をくれました。その
うち、おばあさんは近所の人に私たちを紹介
もしてくれて、日本の生活習慣も教えてくれ
ました。最初は驚くばかりでしたが、だんだ
ん感動に変わってきました。本当にありがた
いと思っています。
2011 年３月 11 日の大震災のとき、私は盛

盛岡情報ビジネス専門学校日本語学科入学式の様子
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英語であそぼう！
開催幼稚園募集中

これからのイベント情報
◆◇◆日本文化体験講座◆◇◆
外国籍市民に日本の文化を体験していただ
く「日本文化体験講座」。今回は初の玉山区
での開催です。外国人だけでなく日本人も体
験することができます。日本文化を体験しな
がら、外国人と交流してみませんか？
【日

時】2012 年 11 月４日（日）
13：00 ～ 15：00

【場

所】新好摩体育館

【会

費】無料

【定

員】40 人

【内

容】合気道

【申込み】電話（626-7524）で受け付け中です。

子どもたちが外国語でコミュニケーショ
ンをとったり、外国人の講師と触れ合った
りすることにより、英語や外国人に対して
の親近感を持ってもらうことを目的とした
「キッズ・レッツ・プレイ～英語であそぼう！
～」を実施しています。
幼稚園での出前教室を開催しているので、
開催を希望される幼稚園は当
協会までご連絡ください。
事業内容については、
園のニーズや希望
をお伺いした上で
ご相談させていた
だきます。

◆◇◆料理講座◆◇◆
異文化理解を深める
ために開催している料
理講座。今年度 2 回目
はスペインの家庭料理
を取り上げます。クリ
スマスが近いので、プ
チ・クリスマスやホー
ムパーティーにおすす
めの料理を皆さんと一
緒に作ります。試食後は、スペインの文化紹
介もあります。
【日

時】2012 年 12 月 15 日（土）
10：00 ～ 15：00

【場

所】プラザおでって５階生活アトリエ

【定

員】20 人

【会

費】賛助会員 1000 円、一般 1500 円

【申込み】賛助会員 11 月 26 日（月）
一般 11 月 27 日（火）
両日とも 9：00 から電話（626-7524）
にて受付開始（先着順）

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？皆さまから集められた会費
は、協会の国際交流活動等の運営費として
活用されます。また、会員になると下記の
特典が受けられます。
▼協会主催の講座などの先行申込み
▼協会主催の講座などの参加費の割引
▼協会機関紙「国際交流もりおか」の送付
▼図書の貸出し
【年会費】
個人会員

１口

団体会員

１口１００００円
盛岡国際交流協会キャラクター

編

集

後

モリーラ

記

今年の残暑は厳しかったですね。「隠れ熱
中症」の人が多かったのではないかと思う
にゃーごであります。そしてもうすぐ冬が
きますね。昔、秋ってこんなに短かったか
なぁ・・・。
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１０００円

（にゃーご）

