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英語版「だるまさんが転んだ」で楽しく学習
7 月 5 日（金）に山岸の白百合幼稚園で、
幼児向けの英語交流「キッズ・レッツ・プレ
イ」を開催しました。

語版「狼男ゲーム」や「フルーツバスケット」
などのゲームを通し「apple」や「grape」な
どの簡単な英語を楽しみました。

「キッズ・レッツ・プレイ」は、ゲームを
しながら楽しく英語を学ぼうと 1999 年から
始まり、2010 年からは盛岡市内の幼稚園や
保育園を訪問しています。
今回は、簡単な英語で園児とあいさつした
後、アマンダ先生の出身国アメリカで大人気
の日本でも有名なアニメキャラクターの「セ

同幼稚園では、週 1 回ネイティブ講師によ
る英語の授業を行っており、今回訪問したア
マンダ先生とイアン先生ともすぐに打ち解け 、
質問タイムでは「好きな色は？」「好きな食
べ物は？」などたくさん質問していました。
最後に、園児全員で「幸せなら手をたたこ
う」を英語で大合唱し、先生に歌のプレゼン

サミストリート」や「機関車トーマス」など
を紹介。また、
「だるまさんが転んだ」の英

トを贈りました。英語を学びながら楽しいひ
と時を過ごしました。

ゲ�ムをしながら楽しく英語を
学習しました
�左�狼男ゲ�ム�右�フル�ツ
バスケ�ト�

次回開催予定園
今年は、次の保育園を訪問します。
園児のみんな。待っててね♪
（今年度の訪問園の募集は締め切りました。）
10 月 3 日
10 月 31 日
11 月 1 日

手代森保育園
永井保育園
前潟保育園

質問タイムでは先生に質問したい園児がたくさん！
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事業報告

～４月から８月まで～

◎世界の屋台村＠宮古市に６００人！！

◎浴衣の着付けを体験

6 月 29 日（土）、宮古市総合福祉センター
で世界の屋台村を開催し、約 600 人の宮古市
民が参加しました。
世界の屋台村の開催は、山田町、大槌町に
続き、今年で 3 回目。初めて現地の外国人の
方々にも屋台に参加していただきました。
馬頭琴や中国琴の演奏、バンブーダンスな
ど、外国の民俗芸能も披露し、宮古の方々に
異国文化を楽しんでいただきました。

着付け体験の様子

7 月 23 日（火）に上田公民館で、日本語

交流室「じょい」との共催で日本文化体験講
座を行い、8 カ国から 23 人が浴衣の着付け
を体験しました。
浴衣の歴史を学んだ後、さっそく着付けに
挑戦。特に帯の結び方が難しかったようです。
着付けが終わった皆さんは、
「かっこいい !」、
「きれい !!」などと、浴衣姿を写真に収めて
民俗芸能披露ブースでの馬頭琴演奏（上）と
宮古市在住外国人の屋台の様子（下）

いました。初めて着る浴衣で夏の日本文化を
体験しました。

◎その他のイベントや講座
★アジアの屋台村
7 月 6 日（土）プラザおでって
参加者 約 250 人

★中学生による国際交流
コンテスト

★料理講座
～韓国家庭料理～
7 月 31 日（水）プラザおでって
参加者 23 人

二次審査スピーチコンテストの様子
市民と交流しながら母国料理を提供

２
もりおか ●

7 月 28 日（日）中央公民館
参加者 12 人

各班を回りながら作り方を教えました

ＪＩＣＡボランティア活動報告～ドミニカ共和国編～
活動報告第 3 弾は、北アメリカと南アメリカの間のカリブ海にあ
る、ドミニカ共和国からの報告です。

アメリカ合衆国

ドミニカ
共和国

メキシコ

平成 25 年 1 月から平成 27 年 1 月までの任期で野菜栽培などを教
えています。現地ではどんな活動をしているのでしょうか？

カリブ海に浮かぶ島国から

美しいカリブ海に浮かぶ島国、ドミニカ共
和国に青年海外協力隊野菜栽培隊員として派

えた世界共通の問題であるということです。
この国でも、それらの問題に危機感を感じ、
今すぐ行動に移そうと奮起している人々がい
ます。そういう人々と出会い、共に働く中で
私自身もたくさん刺激を受けています。
そして、ドミニカ共和国にも東日本大震災
の被害を心配し、復興を願う多くの人々がい

遣され、はや半年が過ぎました。任地ラ・ベ
ガ県は内陸に位置する自然豊かな農業県で
す。勤務先は、シバオカトリック技術大学の
地域開発部門です。
現在の活動内容は、様々な地域での農業や
生活改善、環境教育をテーマとした講習会の
開催です。先日は、とある地域で住民を対象
としたごみ分別とリサイクルの講習会を開催
しました。また、別の集落では、農民を対象
とした環境保全型農業の畝作り講習を開催し
ました。毎回反省点はありますが、参加者の
笑顔や熱心に学ぶ姿が励みになります。
この国に来て思うのは、私達人間が今直面
している食糧問題や環境問題などは、国を超

ます。岩手県出身である私にとって日本を離
れることは苦渋の決断でした。しかし、異国
の地で自分の役割を果たし、国際協力を実現
していくことが、日本への貢献にも繋がると
信じています。
帰国後は、まず協力隊としての活動報告や
ドミニカ共和国の文化紹介による国際交流を
行いたいです。その後、震災復興も兼ねて持
続的社会を目指したエコヴィレッジを作り、
食育や環境保全について学習・体験できる場
所を提供していくことが大きな夢です。
残り一年半、悔いのないようにここでの生
活を満喫し、故郷盛岡に胸を張って帰れるよ
うな日々を過ごしていきたいです。

青年海外協力隊２４年度３次隊
ドミニカ共和国派遣
野菜栽培隊員 菅原 みき さん

農民とともに畝作りの実践練習

住民とともにごみ分別の実践練習

３
もりおか ●

～

協会からのお知らせ

～

今後開催予定のイベント情報
★料理講座
今年度２回目の料理講座は、中国料理を
作ります。
【日時】 2013 年 10 月 26 日（土）
10 時から 15 時まで
【場所】 上田公民館
※国際交流ボランティア登録者のご協力をいただく事業
です。詳しくは、登録者の皆さんにご連絡します。

さんさ踊りに参加しました
～台湾観光舞踊団サポーター～

★語学講座
中級者から上級者までを対象に英語講座を
開催します。
【日時】 2013 年 11 月７日、14 日、21 日、
28 日、12 月５日、12 日
（全木曜日、６回コース）
【場所】 プラザおでって第 1・2 会議室
【講師】 エリック・ラッツさん ほか

…市民に安らぎの時間を…
ビクトリアからベンチを寄贈

今年も台湾観光応援舞踊団が、復興祈願の
ため来日し、盛岡さんさ踊り初日の 8 月 1 日
に、勇壮な舞を披露してくれました。
中学生ビクトリア市研修ＯＢ・ＯＧの皆さ
んが雨の中、台湾の横断幕とのぼりを持ち、
舞踊団を先導しました。

平成２５年度賛助会員募集中
＜賛助会員特典＞
▼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

ホームステイボランティアの皆様に御協力

▼図書の貸出し

をいただいた「第 65 回日米学生会議 in 岩手」

【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

が 8 月 18 日に無事、終了しました。この場

１０００円

盛岡国際交流協会キャラクター

４
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ビクトリア盛岡友好協会会長のウィリア
ム・マクレディーさんと妻のリタ・マクレデ
ィーさんが、盛岡市にビクトリア市の木材を
使ったベンチを寄贈されました。盛岡市民に
安らぎの時間を提供したいという想いがこも
っています。
ベンチは、もりおか歴史文化館の正面入り
口脇に設置されています。トーテムポールや
ビクトリアロードなど姉妹都市を感じること
のできる場所に、また一つ仲間が増えました。

をお借りして、御礼申し上げます。
モリーラ

（にゃーご）

