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　当協会は、国際交流活動の促進や地域の国際化、多文
化共生の実現に向けて様々な事業を行っております。今後
さらにこれらの活動を充実させていくためには、多くの皆
さまからのご支援が必要です。お寄せいただいた寄付金
は、水戸市国際交流センターで行われる国際交流促進の
ための事業に活用されます。皆さまのあたたかいご支援・
ご協力を心よりお願いいたします。　　
当協会への寄付金は、「公益財団法人」への寄付として、

税制上の優遇措置が認められています。

　※詳しくは当協会事務局にお問合せください。

（公財）水戸市国際交流協会機関紙
第 48 号
2014．3

◇機関紙へのご意見やご感想をお待ちしています。

地球環境に優しい「大豆油インキ」を使用して印刷しております。
　　　　　　　　　　　　　　（Printed by KOWA PRINTING Co.LTD.） Trademark of American Soybean Association
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開館時間：午前9時から午後9時まで
休 館 日：月曜日、祝日（土曜日を除く）
〒310-0024  水戸市備前町6-59
水戸市国際交流センター内
（公財）水戸市国際交流協会  
Tel:029-221-1800 Fax:029-221-5793
http://www.mitoic.or.jp/ 
E-mail:mcia@mito.ne.jp  

市民に伝える国際交流 ～「国際交流のつどい」開催～

◆世界の歩き方講座
　～イタリア編2013～（10月9日水、16日水）
　イタリア北西部のリグーリア州を中心に、講師の専門
分野である音楽・声楽の話題を交え、歴史や文化、食等
について紹介しました。

　「外国の人と交流したい」、「語学の先生を探していま
す」など、みなさんが情報交換できるメッセージボードを当
協会ホームページに開設しました。どなたでもご利用いた
だけますので、このメッセージボードをとおして、国際交流
の輪を広げてみませんか？
http://www.dss104.org/mcia/imb/yybbs.cgi
※お願い：利用規約に同意のうえご利用ください。

　水戸市国際交流センター２階ロビーに設置しているメッ
セージボードも、これまでと同様にご利用いただけます。
　掲示したいお知らせを事務室窓口までお持ちください。
※内容によっては、掲示できない場合もございます。

水戸市国際交流協会のホームページの
メッセージボードをご利用ください

　～北部イングランド・スコットランド編～
　　（3月4日火、11日火）
　北部イングランドとスコットランドに焦点を当て、講師
の専門分野の話題を交えつつ、日本人のあまり知らな
い街の魅力や楽しみ方などを紹介しました。

　～ケーキポップス編～（12月15日日）
　アメリカで人気のお菓子、ケーキポップス作りを中心
に、アメリカの文化について理解を深めました。

　～CMで見る文化比較編～（2月1日土）
　講師の出身地である北米のCMを題材に、CMを通し
て見られる文化の違いなどを学び、異文化について理
解を深めました。

◆親と子の国際講座
　～発見!世界の歌と踊り～（12月7日土）
　小学生と保護者が世界の歌や踊りを体験しながら、
ゲームやクイズ、楽器作りや料理作りを通して世界各地
の文化について、楽しみながら理解を深めました。

◆私と仕事をつないだ国～（12月22日日）

公益財団法人水戸市国際交流協会基金への
ご支援のお願い

　ドイツでの経験を生かして現職に就いた講師が、夢
を叶えるまでのエピソードや異文化体験について講演
しました。

◆趣味(ホビー)となるようなテーマを英語(イングリッシュ)で
　楽しく学ぶ「ホビングリッシュ講座」
　～スペイン編～（11月30日土）
　スペインをテーマに、スペインの小皿料理「タパス」作り
を通して、スペインの食文化等について理解を深めました。

　水戸市国際交流協会では、市民の皆さんに国際交流活動や海外諸都市についての理解を深めていただくため、「国
際交流のつどい」と題して、パネル展示や講演等の一連のイベントを行っています。17回目を迎える今回は、国際交流セ
ンターを中心に、水戸市内で活動している14の国際交流団体がそれぞれの活動内容を紹介するパネル展示「国際交流
団体活動紹介展」のほか、日本との外交関係樹立100周年を迎えるボリビアに焦点をあてた企画展「ボリビア展」や、講
演会・トークショーを実施しました。
　「国際交流団体活動紹介展」では、海外の地域との友好親善、外国人市民向け日本語教室、ホームステイの派遣や受
け入れ、国内における日本人と外国人市民の草の根交流など、多岐に渡る各団体の活動内容が紹介され、訪れた方はそ
れぞれの団体の特徴あふれる展示の前で熱心に見入っていました。
　「ボリビア展」では、閲覧資料を手にとって読んだり、ラクダ科動物・リャマとアルパカの毛皮に直接触れることができ
るコーナーで、感触の違いを確かめたりする来場者の姿を目にすることができました。
　講演会・トークショーでは、歴史や文化、フォルクローレ音楽、庶民の生活などに詳しいそれぞれの回の講師が、ボリ
ビアについてよく知らない人にも、親しみやすくわかりやすい内容でボリビア紹介を行いました。民族楽器チャランゴの
生の音色に触れる機会や、講師所有の貴重なレコードでボリビア音楽の魅力を感じる機会、南米料理の試食及び講師
との交流会などもあり、各イベントとも、参加者は熱心に講師の話に耳を傾け、理解を深めていました。

事業報告

お知らせ



　当協会と日本語ボランティア団体「ラブニール」の主催で、水戸市国際交流センターにて開催した国際交流パーティーには、
地域住民と外国人市民が集まりました。ラブニールで日本語を勉強してきた外国人市民が、日本語の司会で日頃の成果を披
露しました。国際交流にふさわしく、アメリカ、フランス、ドイツのほか、インド、中国、インドネシア、ベトナム、フィリピン、スリランカなどの
皆さんが、出身地ごとに自己紹介を行いました。みんなの前で、母国語での歌の披露があり、出身地ごとにリズムやテンポの違
いがあって興味深いものでした。また、音楽に合わせてジェンカを踊りました。参加者全員がひとつの大きな輪になり楽しむこと
を通じて、草の根レベルでの市民交流が深まりました。

　水戸市には現在およそ3,000人の外国人が暮らしています。国が変われば言葉も食べ物も文化も、もちろん人の考え
方や物の見方も変わります。水戸市国際交流協会では、水戸市国際交流センターを利用している外国人に日本や水戸
の印象についてインタビューし、「日本発見記」と題して、ホームページ上で公開しています。今回は、その中から4つの記
事をダイジェストでご紹介します。
※各記事のオリジナル版や他の記事については、当協会ホームページをご覧下さい。
　「日本発見記」は以下のURLから（または、検索してください）
　http://www.mitoic.or.jp/jp/ass/dis_japan/index.php

日本を満喫  ～外国人市民のためのイベント～ インタビューで再発見  ～外国人から見た日本～

人と交流国際交流パーティー（新春） 2014年1月25日

母国にはこんな歌があります 大きな輪になりジェンカを踊りました 母国の民族衣装、日本の和服姿も
（記念撮影）

　伝統文化を体験し、日本を深く理解してもらえるよう、水
戸市本町の吉久保酒造にて、少人数で日本酒造り体験
を行いました。杜氏をはじめとする酒造りスタッフのご指導
のもと、大吟醸酒の仕込みに挑戦しました。

参加者の声：
　「良い経験ができました。本国ではできないことができ
て良かったです。酒造り、酒に関する知識、また、水戸の
歴史などについても習いました。吉久保酒造のみなさん
の酒造りに取り組む姿勢、プライドに感動しました。」

参加者の声：
「日本語の勉強になりました。」
「初心者ですが、講師のお
かげでスキーができるよ
うになりました。」
「また行きたいです。」

文化を体験
日本酒造り体験 2014年1月19日

㊧もろみは、発酵日数が経た
ないうちは米粒も残っていて、
7,700リットルのタンクをかき
混ぜるのは重くて一苦労です。

㊧寒い冬に、早朝から手間暇
かけて大事に作られる日本酒。
酒造り体験を通じて、スタッフ
の苦労と思いも伝わりました。

㊨蒸したての熱い米を手作業
で清潔な台の上に広げ、自然
の冷気にあて冷まします。

　「水戸八景」や大串貝塚などの史跡、酒蔵や魚市場な
どの食の現場の見学を通じ、水戸市近隣の魅力ある観
光地や生産物を紹介しました。

　外国での仕事を探していた時、新聞で日本の英会話スクー
ルの「先生募集」を見つけ、面白そうだと思い、応募したのが
きっかけで来日されました。
　奥様とは、雑誌のペンフレンド募集で知り合ったのがきっか
けで、交際、ご結婚なさったそうです。国際結婚は、文化の違
いを感じられるので面白いとおっしゃっていました。
　奥様によると、シュミットさんは日本料理が好きで、奥様の
作った日本食、奥様のお母さまがお正月に作る大きなこぶ巻
きも大好きだそうです。

水戸を知る

市内ウォッチング 2013年11月22日

㊧明利酒類「別春館」にて
　梅酒を試飲
㊦大串貝塚ふれあい公園
　縄文住居の前で　　　

　雪に触れる機会の少ない外国人市民
に、日本の自然の良さを体験してもらいながら、外国人同
士の親睦･交流を図るため、スキー教室を実施しました。

雪山
体験

スキー教室 2014年2月21日

栃木県日光市
エーデルワイス･スキーリゾートにて

水戸　日本発見 検 索

詳しくは、水戸市国際交流協会ホームページでご覧ください。
様々な国出身の方のインタビュー記事が、一問一答形式で全文掲載されています。水戸の印象
や日本に来て驚いたことなど、色々な「日本発見」の中に、日本人にとっても興味深い「再発見」
があるかもしれません。

シュミットファイリック ロナルドさん
カナダ（トロント）出身、水戸市在住（両親がスロバキア人で、3歳まで同国で育つ）
茨城大学准教授、スロバキア民話翻訳者

シュミットさんご夫妻
水戸市国際交流センターにて
2013年11月

　日本人である叔母さまから、日本の話を聞いたり、雑誌を見
せてもらったり、お土産をもらったりするうちに、「日本は素敵
な国だな。」と感じるようになったそうです。大好きな日本で日
本語をもっと勉強したいと思い、大学生のときに初来日、
2012年に再来日されました。
　コンビニが24時間空いている便利さや、レストランで荷物
を置いたままトイレに行ける安全さなど、日本の印象を語って
くださいました。将来の夢は、日本で家族を作り、子供が5歳く
らいになったら英会話の教室を開くことだそうです。

エマ グレゴリーさん
ニュージーランド（オークランド）出身、水戸市在住
英語講師

水戸市国際交流センターにて
2013年8月

　お母様がフィリピン人、お父様が日本人のアンジェロさん。
学業のため大学まではフィリピンで過ごしましたが、大学卒業
後は、お仕事の都合で日本に住むご両親と共に暮らしていま
す。現在、水戸市国際交流センターの日本語教室に週3回通
い、猛勉強中です。
　水戸では国際交流センターが一番のお気に入りの場所と
話してくださったアンジェロさん。将来の夢は、大学で学んだ
ホテル経営学を生かしてホテルに就職、やがては日本で旅館
を経営することだそうです。

マーク アンジェロ パレーハさん
フィリピン共和国（マニラ）出身、小美玉市在住

水戸市国際交流センターにて
2013年7月

　カトマンズの旅行会社で働いていたとき、日本から旅行に
来た奥様と知り合い、後にご結婚されました。二人で話し合っ
た結果、日本で暮らそうということになり、1999年に来日さ
れました。ネパールでは女性が自由に出歩けないからと、日本
での生活を決意なさるなど、とても奥様思い、ご家族思いな
方です。
　ネパールにも日本にも寺院があり、仏教が浸透しているこ
とに共通点を感じているそうです。

ロメッシュ シュレスタさん
ネパール連邦民主共和国（カトマンズ）出身、水戸市在住
カレーショップ経営

水戸市国際交流センターにて
2013年6月
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れぞれの団体の特徴あふれる展示の前で熱心に見入っていました。
　「ボリビア展」では、閲覧資料を手にとって読んだり、ラクダ科動物・リャマとアルパカの毛皮に直接触れることができ
るコーナーで、感触の違いを確かめたりする来場者の姿を目にすることができました。
　講演会・トークショーでは、歴史や文化、フォルクローレ音楽、庶民の生活などに詳しいそれぞれの回の講師が、ボリ
ビアについてよく知らない人にも、親しみやすくわかりやすい内容でボリビア紹介を行いました。民族楽器チャランゴの
生の音色に触れる機会や、講師所有の貴重なレコードでボリビア音楽の魅力を感じる機会、南米料理の試食及び講師
との交流会などもあり、各イベントとも、参加者は熱心に講師の話に耳を傾け、理解を深めていました。
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