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水球カナダ 盛岡で事前キャンプ開催

Water Polo Canada Hold Training Camps in Morioka

６月４日（月）から12日（火）までの９日間，水球カナダ女子代表チームが事前キャンプで盛岡市を訪れ，

市内の総合プールで日本代表チームとの合同合宿を行いました。滞在中に行われた日本代表チームとのエキ

シビションマッチでは，世界レベルの水球の試合を一目見ようと，1,000人を超える来場者が集まりました。

試合は９対５でカナダが勝利し，目の前で繰り広げられる熱い試合に，会場からは大きな歓声と拍手が巻き

起こりました。地元の子ども達に向けた水球教室も開かれ，世界で活躍する選手たちからの指導に，子ども

達が目を輝かせました。

選手たちは，練習の合間を縫って市内観光も行い，岩山展望台や盛岡八幡宮，もりおか歴史文化館を訪れ

ました。また，盛岡市がカナダのホストタウンとなるきっかけとな

ったカナダ・ビクトリア市との姉妹都市交流にゆかりのある盛岡城

跡公園のトーテムポールなども見学しました。日本，カナダ両チー

ムを歓迎するレセプションでは，もりおか短角牛や盛岡りんごなど

の盛岡おもてなし食材が振る舞われたほか，合宿中に行われたチャ

グチャグ馬コでは選手たちが馬の背中に乗ってみるなど，選手たち

には，今回の合宿は盛岡の文化にも触れる機会となりました。

７月31日（火）から８月９日（木）には，水球カナダ男子代表チームが日本代表チームとの合同合宿を行

いました。男子チームも同様にエキシビションマッチを開催し，2020年東京オリンピッのク前哨戦にふさわ

しい熱戦が繰り広げられました。試合は13対７で日本が勝利し，会場を沸かせました。水球教室も開催され

たほか，カナダ選手が市内の保育園を訪問して園児と交流を行ったり，両国選手と市民の交流イベントが開

催されたりと，市民との交流も多く行われました。

市内観光では，盛岡八幡宮ともりおか歴史文化館を訪れたほか，櫻山神社で必勝祈願を行いました。また，

合宿中に行われた盛岡さんさ踊りに，浴衣に身を包んだ選手と関係者がパレードに参加し，観客らと交流を

行いました。両チームに向けた歓迎レセプションでは，カナダと盛岡のコラボメニューが振る舞われたほか，

わんこそば大会も開催されました。両チームの精鋭９人ずつが

凄まじいスピードでわんこそばを食べていく姿に，会場からは

大きな歓声が上がりました。

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催まであと２

年。水球カナダがオリンピックへの出場権を獲得できるよう，

盛岡市民である私たちも一丸となって応援していきましょう。

生け花の体験を行う水球カナダの女子選手

両国の代表選手によるエキシビションマッチ



EVENT REPORT
今年度開催した盛岡国際交流協会のイベントをご紹介します。

通訳ボランティアスキルアップ講座

５月12日，19日，26日（土曜全３回）

キッズ・レッツ・プレイ

５月15日（火），23日（水），６月22日（金）

初級韓国語講座

６月21日，28日，７月５日，12日（木曜全４回）

留学生と市民のガーデンパーティ
～世界の屋台村～

８月11日（土）

中学生による国際交流スピーチコンテスト

７月21日（土）

台湾さんさ

８月３日（金）

今年度１回目の語学入門講座として開催された

「初級韓国語講座」。韓国語や韓国の文化に興味の

ある市民の皆さんが集まり，韓国語の基礎を学びま

した。講師には韓国・ソウル出身で日本在住歴24年

のイ・シンミン先生をお迎えしました。明るく優し

い先生のもと，和気あいあいとした雰囲気の中講座

が行われ，受講生の皆さんは，全４回の講座で韓国

語の文字を覚え，最終回には韓国語で簡単な挨拶や

自己紹介ができるまでに

なりました。講座の中で

は，食事のマナーやお正

月の慣習などを取り上げ

ながら，韓国の文化につ

いても学びました。

東京オリンピック，ラグビーワールドカップなど

の国際的なイベントの開催が近付き，盛岡でも様々

な国際交流の機会が増えることが見込まれる中，協

会の通訳ボランティアに登録されている皆さんのス

キルアップ講座を開催しました。講座の中では，姉

妹都市であるカナダ，ビクトリア市や盛岡のホスト

タウン活動について英語で学んだり，実際の通訳の

現場を想定したロールプ

レイを行ったりと，実践

的な内容に取り組みまし

た。参加者の皆さん同士

の交流も生まれ，終始和

やかな講座となりました。

市内の幼稚園，保育園に外国人講師を派遣し異文

化交流の機会とするキッズ・レッツ・プレイの第１

回目が好摩保育所で，２回目が大新保育園で，３回

目がみたけ保育園で行われました。１回目と２回目

はインドネシア出身の阿部アユイスカンダルさん，

３回目はキューバ出身のリカルド・ナバロ・ロドリ

ゲスさんを講師に迎え，園児たちに母国の文化紹介

やゲームや踊りを通しての交流を行いました。明る

く優しい講師の先生と一

緒に異文化について学ぶ

楽しい時間となりました。

今年度はあと５回の開催

を予定しています。

８月11日（土）に毎年夏の恒例イベント，世界の

屋台村が開催されました。今年はインドネシア，ス

ペイン，モンゴル，バングラディシュなど９つの

チームが屋台を出店し，各国の故郷の味を来場者に

振る舞いました。また，アトラクションのコーナー

では，韓国，インドネシア，中国新疆ウイグル自治

区の民族舞踊が披露されたほか，地元のさんさ踊り

チームが盛岡さんさ踊

りで会場を盛り上げま

した。大勢の来場者が

訪れ，イベントは大盛

況のうちに終了しました。

７月21日（土）盛岡市上田公民館で開催されたス

ピーチコンテストに，事前審査を勝ち抜いた20名の

中学生が参加しました。参加者達は「ビクトリア市

研修からつながる私の未来」というテーマに沿って，

自分の描く将来像や国際交流について，それぞれ個

性あるスピーチを発表しました。コンテストの後に

は岩手大学の外国人留学生による日本語スピーチや，

去年のビクトリア市研修参加者によるトークイベン

トも行われました。コン

テストの上位入賞者15名

は，10月27日（土）から

11月３日（土）の姉妹都

市ビクトリアへの研修に

参加します。

今年で14回目の出演となる台湾舞踊観光応援団が

８月３日（金）の盛岡さんさ踊りに出演し，市内の

中高生15名の学生ボランティアが，台湾チームの横

断幕や看板を持ち，パレードを一緒に盛り上げまし

た。台湾からはるばるやって来たナタ劇団員の皆さ

んが，獅子舞や宙返り，お面を被っての演技など，

迫力溢れるステージを披露すると，沿道からは大き

な声援と拍手が送られました。限られた時間でした

が，学生ボランティアの

皆さんは，台湾の皆さん

に台湾語で挨拶するなど

楽しい国際交流の場とな

りました。



盛岡のここが好き！

豊かな自然に囲まれ，歴史と風土に根付く行事が四季
を彩る私たちの町，盛岡。市内の大学，専門学校に通う
外国人留学生の皆さんに，盛岡のどんなところが気に
入っているか聞いてみました。

外国人留学生に聞いた

①盛岡に来てどれくらいですか？ ②盛岡を留学先に選んだ理由は何ですか？ ③盛岡の好きなところを教えてください。

ビクトリア盛岡友好協会会長夫妻 来盛

６月13日（水）から16日（土）にかけて，ビクトリア盛岡友好協会会長のウィリアム・マクレディ氏とリタ夫人が盛岡を訪

問されました。1985年から続くカナダ・ビクトリア市と盛岡市の姉妹都市交流は，行政だけでなく，両市の市民間でも

活発に交流が行われてきました。ビクトリア盛岡友好協会は，長年に渡って両市の姉妹都市交流を支え，中心となっ

て交流を進めてきたビクトリアの団体です。

マクレディ会長夫妻は，2011年の東日本大震災発生時にはビクトリア市で

義援金を募り，わずか約２か月後，沿岸地域を訪問するなど数々の支援を

行ってきました。被災地の子ども達を継続的に支援するため，基金を設立し

沿岸のサッカーチームが東京で行われる大会に出場できるよう資金援助も

実施しています。今回は，支援している沿岸のサッカーチームの試合観戦

のため来日し，姉妹都市である盛岡へも足を運んでいただきました。

2020年には35周年を迎える盛岡とビクトリアの姉妹都市交流。これまで交

流を支えてきてくれた人達への感謝を忘れず，今後も積極的に交流を進め

ながら，両市の友情をさらに深めていきましょう。

① ３年（2015.9～）

② 日本の大学を探
して様々な大学に連
絡をしていた時に岩
手大学を見つけた。
色々と気にかけて連絡

をしてくれて、この大学がある盛岡に
行きたいと感じた。岩手大学を選んで
良かったと思う。

③ 高松の池。じゃじゃ麺。盛岡の人は
みんな優しいところが好き。

① ５ヵ月（2018.4～）

② ミャンマーで出会
った日本人の人が盛
岡について教えてく
れた。盛岡の良いとこ
ろをたくさん聞いて、盛

岡に行きたいと思った。

③ 山がたくさんあるところ。寿司。今
病院でアルバイトをしている。お年寄り
と話をして、笑顔を見るのが大好き。

① ２年（2015＆
2017.9～）

② 韓国で通っていた
大学と岩手大学が
姉妹校で、2015年
に１年間交換留学をし

た。その時に見た郷土芸能が気に入
り、また盛岡に戻ってきた。

③ 中央公園の展望台。街並みを見た
り、家族が来た時に一緒に登るのが
好き。

① ５ヵ月（2018.4～）

② 盛岡に来る前は東
京に住んでいた。盛岡
は、東京に比べると不
便だけど、景色が綺麗
なところが好き。あと、

麺が好きで、盛岡の麺は有名だから。

③ 桜。盛岡冷麺。岩手山も好き。まだ
登ったことがないので、今後挑戦して
みたい。

① ５ヵ月（2018.4～）

② 中国にいたときの
日本語の先生が盛
岡を勧めてくれた。上
野法律ビジネス専門学
校の先生は優しくて、

良い学校だと聞いた。

③ わんこそば。味噌汁。岩手山。秋の
紅葉が楽しみ。写真を撮るのが好き
なので、たくさん写真を撮りたい。

① 11ヵ月
（2017.10～）

② 盛岡は、街の規模
や自然の多さなど、自
分の故郷サマルカン
ドに似ている。また、盛

岡ではたくさん雪が降ると聞いたから。

③ さんさ踊り。杜の大橋。開運橋。夏
に街の至るところに風鈴が飾られてい
るところ。音が綺麗で好き。

トリグベンコ ローマン さん

（ロシア出身・岩手大学）

イ セフン さん

（韓国出身・岩手大学）

サガトワ サビナ さん

（ウズベキスタン出身・
上野法律ビジネス専門学校）

カイ ザー ミン さん
（ミャンマー出身・

盛岡情報ビジネス専門学校）

チョウ フウショウ さん

（中国出身・上野法律ビジネス専門学校）

ヨウ キカン さん

（中国出身・上野法律ビジネス専門学校）

谷藤裕明市長を表敬された会長夫妻



ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 レ ポ ー ト

JICAのボランティアは，開発途上国の発展に貢献するため，
日本から世界中に飛び立ち活動を行っています。その一員
として，東カリブ海に浮かぶ島国セントルシアで活動を行う
盛岡市出身の水野真由子さんの活動をご紹介します。

「地球の裏側で思い出す，さんさのリズム」

青年海外協力隊員 水野 真由子さん （盛岡市出身）

カリブ海に浮かぶ美しい島国，セントルシアに来て1年が

経ちました。JICAの協力隊員として教育省に所属し，音

楽教育分野の活動をさせていただいております。県協力

隊OB会，渋民中学校，北陵中学校をはじめ多くの方々

からの中古楽器提供というご支援をいただいたこともあり，

微力ながら活動が軌道に乗ってきました。この場をお借り

して改めて感謝申し上げます。

こちらでは，英語のほかにクレオール語というフランス語

に近い現地語が使われています。これは，植民地時代に

イギリスとフランスがこの島の領有権を巡って14回にわた

る戦いを繰り広げ，その間に多くのアフリカの人々が奴隷

としてこの島に渡ってきたという歴史と深く関わっており，言

語だけではなく全てにおいて，イギリス，フランス，アフリカの文化が入り混じっているのがこの国の大きな特徴です。音楽に関

しては，ビートが効いているものが多いからでしょうか，大人も子供もリズム感がとても良く，巡回先の学校で新しい曲を扱う時

でも，さわりを少し弾いただけで曲に合わせて踊りだす生徒がたくさんいます。カリブの音楽がもつ躍動感という点では，さんさ

太鼓と根本的には似ているのではないかと，自分の中では勝手に思ってい

ます(笑)。また，セントルシアの国土面積は盛岡市の約4分の3ほどと大差

ありませんが，当然，気候風土や生活様式は大きく異なります。意外にも，

日本のことよりホームタウンについて聞かれることが多く，写真を見せたりし

ながら，盛岡での生活について話しています。特に生徒たちは，雪灯りや

田園地帯，秋祭りの山車等の写真に興味をもち，様々な質問をしてき

ます。私にとってセントルシアの全てが新しい発見であるように，彼等にとっ

て日本や盛岡への興味が，広く世界に目を向けるきっかけのひとつになっ

てくれたらと願っています。

独立記念日の式典で，巡回先のうち4校の生徒による初めての
合同演奏。現地の先生も指揮者初挑戦です。

本番リハーサル前に，曲順や並び等を確認中。
隣にいる先生も生徒も緊張気味です。
（右から３番目が筆者）

平成30年度賛助会員募集中

当協会は賛助会員を随時募集しています。会員になると当協会が主催する講座の先行申込みや
参加費の割引などが受けられます。ぜひ私たちと一緒に身近な国際交流を始めてみませんか？

▪ 年会費 （４月～翌年３月まで ※自動更新ではありません。）

個人 1,000円 団体 10,000円
盛岡国際交流協会

キャラクター
モリーラ


