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スポーツを通して国際理解を深めました
て進
い行
た役
だか
きら
まの
し様
た々
な
質
問
に
答
え

３月 16 日、プラザおでってにおいて「スポ
ーツを通して世界を見てみよう」と題し、国際
理解講座を開催しました。今回の講師は、岩手
に本拠地を置くプロバスケットボールチーム、
「岩手ビッグブルズ」の桶谷大ヘッドコーチ、
カルロス・ディクソン選手、千葉慎也選手、穂
坂ゼネラルマネージャ補佐の４人です。
はじめに、桶谷ヘッドコーチから「アメリカ

にも愛があり、個々の選手像を作りながら指

と日本のスポーツ環境の違い」について、講演

導をしている」（千葉選手）、「アメリカの、ほ

していただきました。

めて認めて個々を伸ばす指導方法に感銘を受け

ご自身の体験談から国際理解の
視点でお話しする桶谷ＨＣ

アメリカは、スポー

た。そのことを心がけながら指導している」
（桶

ツが生活の一部である

谷ＨＣ）、「外国人コーチは、選手に考えさせて

が、日本は「観るスポ

プレーさせていた。まずは挑戦し、分からなか

ーツ」に対しては、興

ったら聞くスタイルをとっている」（穂坂ＧＭ

味を抱かないことが多

補佐）と話しました。

いと感じているそうで

トークショーの最後に、プロバスケットボー

す。「観るスポーツ」

ル選手を目指す子どもたちに「常に挑戦してほ

が発展することで、プ

しい。そして何より、バスケットボールを楽し

ロの技術を間近で見る

んでほしい」とメッセージを送りました。

ことができ、子どもた

質問コーナーでは、いろいろ答えていただき

ちに夢を抱いてもらう

岩手ビッグブルズをより身近に感じることがで

ことができると思っている、と話しました。

きました。最後にじゃんけん大会とサイン会を

続いて講師全員でトークショーを行いました 。 行い、選手たちとの触れ合いを楽しみました。
ディクソン選手は、日本人との違いについて
「気遣いが日本人の心だと思う。取り組む姿勢
も真面目で、日本人の気質を深く感じる」と述
べました。また、指導の違いについては、「韓
国では全てを要求するコーチだった。桶谷コー
チは、自由さを求め、選手たちに考えさせる指
導をしている」（ディクソン選手）、「監督との

じ
�
ん
け
ん
大
会
の
様
子

信頼関係も大切。日本人の指導者は、厳しい中

１
もりおか ●

事業報告

～１１月から３月まで～

★日本文化体験講座

★スペイン料理講座

新好摩体育館で 11 月４日、日本文化体験講
座を開催しました。玉山区では初開催となり、
外国人研修生など 42 人が集まり、合気道を体
験しました。
力を入れずに相手を倒す合気道は、技だけで
はなく、相手も自分も傷つけないための「思い
やり」の心も育てる奥の深い武道であることを
学びながら、楽しい経験ができたようです。

講師のお手本を真剣に見て覚えます

12 月 15 日にプラザおでってで、スペイン料
理講座を開催しました。
スペイン風のオムレツ、「トルティーヤ・エ
スパニョーラ」、クリームブリュレのような「ク
レマ・カタラナ」とカタルーニャ地方のトマト
パン「パン・コン・トマテ」を作りました。
講座の最後に、スペインの文化紹介も行い、
カタルーニャ地方の歴史などについて紹介し、
合気道を丁寧に教えています

★キッズ・レッツ・プレイ～英語であそ

興味深かったという声が多く聞かれました。

★スペイン語講座

ぼう～
１月 21、25、28 日に都南幼稚園、２月７日
にくりやがわ保育園に出張して開催しました。
先生の出身国のアメリカやアイルランドの勉
強をしたり、フルーツバスケットなどのゲーム
をしながら楽しく英語に触れ合いました。
園児たちは、見慣れない外国人の先生に、
「な
んで日本語が話せるの？」、「目が青い！」など
たくさん話しかけていました。

ローマ字読みに近く発音しやすい言語です

プラザおでってで１月 29 日から２月 18 日、
２月 25 日から３月 11 日までの月曜日に、全３
回コースを２回開催しました。
今回の講座は、アルファベット、あいさつや
数字の読みなどの基礎を習う入門講座でした。
疑問に思ったことはすぐに質問し、積極的にス
ペイン語を学んでいました。
文化も学ぶ講座の最後には、講師の出身国で
あるパラグアイのマテ茶を参加者の皆さんで味

楽しくフルーツバスケット

２
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わいました。

協会設立 20 周年～ 2002 年度から 2012 年度までを振り返ります～
盛岡国際交流協会は、2012 年 11 月 16 日をもちまして、設
立 20 周年を迎えました。そのことを記念し、11 月 17 日に記
念式典、講演会、交流会を開催し、新たな出発を祝いました。
これからの盛岡国際交流協会が、さらに躍進できるように、
過去 10 年間に実施した事業を振り返ります。
記念式典の様子

※赤字は、現在も実施している事業です。

２００２年

■協会設立 10 周年記念事業（'02）

■中学生による国際交流コンテスト（'03

協会設立 10 周年

記念式典と記念交流会の実施に加え

～）

外国人から応募した「盛岡のこんなところ

国際交流に関する指定のテーマの中ら作文

が大好き」写真展を開催。

を応募。最終審査のスピーチコンテストを
開催しました。

■ホット地球市民カフェ（'03 ～ '04）

■日本文化体験講座（'04 ～）

様々な国の文化や言語に触れながら異文化

寿司体験、座禅や生

に対する理解を深めるため、年５回開催し

け花など、日本文化

ました。

に触れながら、理解
を深めてもらいまし
た。

２００５年
姉 妹 都 市 提 携 20
周年

■外国籍市民支援講座（'05 ～）
ごみの分別や防災など、地域のルールなど

■料理講座（'05 ～）

を説明しました。

身近な料理を作ることで、他国の文化に触
れます。

■語学入門講座（'06 ～）

２００７年
協会設立 15 周年

２０１０年
姉 妹 都 市 締 結 25
周年

英語以外の外国語に

■協会設立 15 周年記念事業（'07）

触れながら、その国

アジアのファッションショー、麺ドタバタ

への理解を深めるた

井戸端会議、中学生が見たビクトリア展の

めに開催しました。

三部構成で開催しました。

■アジアの屋台村（'08 ～）

■国際理解講座（'08 ～）

アジア圏の留学生が母国の料理を市民に振

市民にさらに国際理解を深めてもらうため

舞いながら交流しました。

の講演会です。

■国際交流 IT 事業コミュニティ作り事業

■姉妹都市 25 周年記念事業（'10）

（'09）
ホームページのリニューアルやメーリング

25 周年を記念し、社会人ビクトリア市研
修を実施しました。

リストを開始しました。

２０１１年

２０１２年
協会設立 20 周年

■世界の屋台村（'11 ～）
■留学生震災座談会（'11)

外国籍市民が被災

市内留学生が、東日本大震災発生時の行動

地を訪問し、母国

や行政への要望などを発言する機会を設け

の料理を振舞いな

ました。

がら、被災者との
交流を図りました。

３
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中学生ビクトリア市研修が終了

外国語であそぼう！
開催園募集中☆
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、外国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～外国語
であそぼう！～」を実施して

プレゼンテーションで浴衣などを着せました

11 月３日から 10 日まで、中学生ビクトリ
ア市研修の海外研修のため、中学生 12 人、

います。
市内保育園・幼稚園での

引率３人の合計 15 人がカナダ・ビクトリア

出前教室を開

市を訪問しました。

催しているの

ビクトリア市では、現地の中学校で日本の

で、開催を希

「衣・食・住」のプレゼンテーションを行い、

望される園は

日本の文化を伝えました。また、授業体験や

当協会までご

ホームステイをすることで、カナダの文化を

連絡ください。

学んできました。

来年度も国際交流コンテストを開催します！

協会事務局が移転しました
当協会は、３月 25 日から盛岡市役所
本館１階市民活動推進課内に移転しまし

次代を担う中学生に、指定されたテーマに
沿った作文を応募していただき、作文による
第一次審査、スピーチコンテストによる第二
次審査を行います。スピーチコンテストで最

た。
【住所】盛岡市内丸１２番２号

市民活

動推進課内（４月からは、市民協働推進

優秀賞、優秀賞に選ばれた方は、副賞として、
第 20 回中学生ビクトリア市研修に参加でき
ます。

課文化国際室内）
【電話番号】019-626-7524（変更はあり

作文応募期間は下記のとおりです。
作文テーマや詳細については協会のホーム

ません）

ページをご覧ください。ホームページへは、

平成２５年度賛助会員募集中

【作文応募期間】平成 25 年５月 13 日（月）

＜賛助会員特典＞

から平成 25 年６月７日（金）まで

▼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

編

集

後

記

春めいた陽気が続き、ようやく春がやって

▼図書の貸出し

きますね！たくさんの花々に彩られる素敵な

【年会費（４月から翌年３月まで）】
個人会員

１口

団体会員

１口１００００円

時期です♪しかし、花粉症の方には辛い時期

１０００円

盛岡国際交流協会キャラクター

４
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４月下旬ころに掲載する予定です。

でもあります。花粉症対策は万全に！！
モリーラ

（にゃーご）

