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御殿場西高校空手道部女子による迫力ある演武

あとがき いよいよ東京オリンピック・パラリンピックの年
となりました。新型コロナウィルスの猛威が一日も早く終息し、
オリンピック・パラリンピックを通じ、心おきなく国際交流が図
れるようになることを祈りたいと思います。　　　　　　Y．H

日　時 ： 4月18日（土） 10:00～
会　場 ： 御殿場市民会館　第7会議室
内　容 ： 2019年度事業・決算報告
　　　　2020年度事業計画・予算（案）等
★総会終了後、第14回中学生英語スピーチコンテスト
最優秀賞受賞生徒によるスピーチの発表があります。

2020年度御殿場市国際交流協会総会 ◆ホストファミリー
　6月24日(水)～29日(月)の予定で、姉妹都市のアメリ
カ・オレゴン州ビーバートン市から学生13名と引率者2名
が御殿場市を訪問します。そこで、滞在中に彼らを受け入れ
てくださるホストファミリーを募集します。お客様扱いや特
別な準備は必要ありません。またホームステイについては
協会がサポートしますので、ご安心ください。
◆会員
　姉妹都市や外国籍市民と楽しく交流し、お互いに理解し
合って仲良くなりませんか？中学生以上の学生や外国人の
入会も大歓迎です。会員になると、講座等に早期申し込みが
でき、参加費の割引や会員限定のイベント参加等の特典が
あります。
◆通訳ボランティア
　もうすぐ東京2020大会！増加が予想される外国人旅行
者を、あなたの語学力でおもてなししませんか？通訳ボラ
ンティアとして登録して下さる方をお待ちしています。

お知らせ
ウィルソン大学留学生募集
　市では、姉妹都市のアメリカ・ペンシルベニア州
チェンバーズバーグ市にあるウィルソン大学への留
学生を募集します。留学する際には市から奨励金が
あります。
　詳しくは市民協働課 電話82‐4308まで
お問い合わせください。

一緒に国際交流しましょう！
申し込み、詳細は事務局までお問い合わせください

　市内在住の外国人と楽しく交流することを目的に、本年もGIA国際交流フェア2020が開催されました。 
今回はアジアや南米など11か国が参加し、それぞれの国の料理が用意されました。 
　市内の中学校から7名、御殿場西高校からは29名、不二聖心女学院高校から1名、一般・GIA会員から6名、
合計43名の方々にボランティアとして盛り付けや販売などのお手伝いをしていただきました。 
　ステージパフォーマンスとして、御殿場西高校の空手道部による空手演武とダンス部によるダンスパフォーマ
ンスが披露されました。会場は多くの来場者で賑わい、各国の文化を楽しんでいただきました。 
　ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　       （来場者 約400名）

大募集

GIA国際交流フェア2020

講師：渡辺 憲二さん （彫刻家、伊豆の国市在住）
　御殿場市はイタリア空手代表チームの東京2020大会事前合宿受入地になっており、昨年も合宿が行
われました。またイタリアのホストタウンにも認定されています。そこで今後も交流が続くことを踏まえ、イタリア
について学びました。
　最初に、渡辺さんが彫刻の勉強のためイタリアに留学して、15年間暮らした体験から感じた2つの文化の

魅力とギャップ、奥様との出会いなどについてお話しいただきました。次に渡辺さんの友人でピサ市にある語学学校の先生とテ
レビ電話で繋ぎ、渡辺さんの通訳でお話を伺いました。ピサの街の様子や文化、語学留学な
どについて詳しく知ることができました。次はナポリ市のホームステイ宿のオーナーである、渡
辺さんの奥様の妹さんにテレビ電話でインタビューし、ナポリの名所や名物料理、経営する宿
についてお聞きしました。講座を通して、渡辺さんのイタリアを愛する気持ちを強く感じました。
　参加者からは「生のイタリアの声が聞けて良かった」「イタリアへ行きたくなった」など喜
びの声をいただき、とても楽しく有意義な講座でした。

国際理解講座 御殿場市民会館第5・６会議室

　昨年12月21日(土)、外国籍児童・生徒に学習支援をし
ているふじ山教室のクリスマス会が行われました。保護
者が持ち寄った料理やGIAがプレゼントしたケーキやミ
カンに子供たちは大喜び！この日は勉強のことを忘れ
て、にぎやかに楽しい時間を過ごしました。

※ふじ山教室はGIAが管理・運営支援しています。

2019年11月16日(土) 

 見学だけでもOKです。お問い合わせは事務局まで

御殿場市国際交流協会（GIA）事務局
〒412-8601 御殿場市萩原483（御殿場市役所本庁舎1階）
TEL：0550-82-4426／FAX：0550-81-6439
E-mail：gia@mail.wbs.ne.jp
URL：https://www.gia-gotemba.com/

家族一緒に色々
な国の料理を楽
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会場も一緒にダンス
で盛り上がりました

御殿場西高校ダンス部のパフォーマンス

2020.01.19 SUN 御殿場市民会館 小ホ
ール

◆ふじ山教室 ボランティア募集

ライブインタビューで繋ぐ２つの文化～イタリア文化に恋して



２月２９日現在、御殿場市には３９ヶ国２、４１６人の外国人が住んでいます。

受付＆片付け受付＆片付け受付＆片付け

皆さんに楽しんでいただけるよう
頑張りました！
皆さんに楽しんでいただけるよう
頑張りました！
皆さんに楽しんでいただけるよう
頑張りました！

各国ブース料理とスタッフ

エンパナダ
ミラネッサ
など

エンパナダ
ミラネッサ
など

エンパナダ
ミラネッサ
など

ポークのBBQリブ
スモークチーズ
など

ポークのBBQリブ
スモークチーズ
など

ポークのBBQリブ
スモークチーズ
など

たこ焼き
えび焼き
たこ焼き
えび焼き
たこ焼き
えび焼き

コシニャ
エスフィハ
など

コシニャ
エスフィハ
など

コシニャ
エスフィハ
など

ガイヤーン
ガパオライス
など

ガイヤーン
ガパオライス
など

ガイヤーン
ガパオライス
など

ホーショール
ボーズ
ホーショール
ボーズ
ホーショール
ボーズ

アルゼンチンアルゼンチンアルゼンチン

モンゴルモンゴルモンゴル

タコス
ケサディーヤ
タコス
ケサディーヤ
タコス
ケサディーヤ

メキシコメキシコメキシコ

ブラジルブラジルブラジル

アメリカアメリカアメリカ

マハティート
クエソなど
マハティート
クエソなど
マハティート
クエソなど

ボリビアボリビアボリビア

タイタイタイ

アロスコンポジョ
チョコレート
ケーキなど

アロスコンポジョ
チョコレート
ケーキなど

アロスコンポジョ
チョコレート
ケーキなど

ペルーペルーペルー

中国中国中国

日本 （御殿場西高校）日本 （御殿場西高校）日本 （御殿場西高校）

カレー・サモサ
タンドリー
チキンなど

カレー・サモサ
タンドリー
チキンなど

カレー・サモサ
タンドリー
チキンなど

インドインドインド

餃子、中国茶餃子、中国茶餃子、中国茶

　国際交流協会は、2月1日(土)に中学生英語スピーチコンテストを開催しました。市内中学校6校から11名が参
加し、日頃感じていることなどを英語で発表しました。
　今年度は、南中学校2年の勝又亮英さんが、“Don’t be afraid to be the nail” という題名で1位の最優秀賞
に選ばれ、副賞として姉妹都市であるアメリカのチェンバーズバーグ市のウィルソン大学から学長賞が贈られまし
た。２位の国際ソロプチミスト御殿場特別賞は南中学校2年の的場歩未さん、3位の優秀賞は高根中学校2年の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植松康太さんが選ばれました。

　審査委員長の白畑先生(静岡大
学教育学部教授)からは、「皆さん素
晴らしい発表で差がなく、審査に苦
労した。アドバイスとしては、少しゆっ
くりと、相手に話しかける様にすると
良い」などの講評をいただきました。

第14回 2020年２月1日（土） 
玉穂報徳会館 区民ホール

宮内 優弥 さん
（富士岡中2年）

“Coexisting in different cultures”

勝間田 夏波 さん
（原里中2年）

“We Aren’t Similar”

阿部 鉄平 さん
（西中2年）

“What I Learned  Through Brass Band”

向井 優友 さん
（御殿場中2年）

“Love for elderly”

北村 彩華 さん
（富士岡中2年）

“Building a Peaceful World”

市村 佳歩 さん
（西中2年）

“What Language Do You Speak?”

優良賞 優良賞 優良賞 優良賞 優良賞 優良賞

高木 虎 さん
（高根中2年）

“Friendship across Borders”

田代 一真 さん
（御殿場中2年）

“Baseball is my life!”

優良賞 優良賞

2019年11月10日（日） 御殿場 市民会館 小ホール
　第25回日本語で話す会が開催されました。御殿場市で生活している外国籍の児童・生徒5名と一般参加者3名の
計8名が出場しました。発表者の皆さんは日本と母国の違いについて考えたこと、日本語を覚える苦労や助けてくれる
友人、将来の夢や目標など様 な々ことを日本語で一生懸命話してくれました。発表後には、会場から大きな拍手が送ら
れました。

第25回

「日本語で話す会」と「中学生英語スピーチコンテスト」は、御殿場市教育委員会と国際ソロプチミスト御殿場の協力で開催されました。

参加国のふるさとの味が集まりました

「日本とブラジルの
  郷土料理の良さ」

シリロ メグミ カロリネさんシリロ メグミ カロリネさんシリロ メグミ カロリネさん
（ブラジル 東小6年）

「楽しかった
  6年間の思い出」

大城 ヒデキさん大城 ヒデキさん大城 ヒデキさん
（ブラジル 朝日小6年）

「知ってもらいたい
  色々な文化」

小澤 礼士さん小澤 礼士さん小澤 礼士さん
（フィリピン 東小6年）

「日本語が
  話せるまで」

永見 絵美里さん永見 絵美里さん永見 絵美里さん
（ベネズエラ 原里中2年）

「夢に向かって」

趙 嘉儀さん趙 嘉儀さん趙 嘉儀さん
（中国 御殿場中2年）

ジェシカ マガロナさんジェシカ マガロナさんジェシカ マガロナさん
（フィリピン）

「わたしの
  もくひょう」

サトウ ラウラさんサトウ ラウラさんサトウ ラウラさん

もうすぐ本番、ドキドキもうすぐ本番、ドキドキもうすぐ本番、ドキドキ

（ブラジル）

「何で日本に
  来たの？」

リム ジノさんリム ジノさんリム ジノさん
（アメリカ）

アラキ バレリアさん（右）アラキ バレリアさん（右）アラキ バレリアさん（右）

ヤマザキ アカネさん（左）ヤマザキ アカネさん（左）ヤマザキ アカネさん（左）
（ペルー 御殿場中2年）

（フィリピン 南中2年）

進行役

（ペルー 御殿場中2年）

（フィリピン 南中2年）

最優秀賞

勝又 亮英 さん
（南中２年）

“Don’t be afraid to be the nail”

植松 康太 さん
（高根中２年）

“The Power of Imagination”

優秀賞

的場 歩未 さん
（南中２年）

“I will be the change”

国際ソロプチミスト
御殿場特別賞

　初日は他県から集まった見知らぬ参加者ばかりで不安と緊張で始まりました。ところが、キャ
ンプでのいろいろな活動を通し触れ合っていくうちにすぐに打ち解けることができました。日本
全国から来た同じ目標をもった友人を作ることができ、それだけでもこのキャンプは自分にとっ
てプラスになったと思います。
　また、このキャンプの先生やリーダーと呼ばれる方々が常にやさしく楽しく、様 な々活動を通し
て英語の指導をしてくださったおかげで毎日がとても楽しく、英語学習にますます興味を持つこ
とができました。この経験を活かし、これからも英語をもっと話せるよう頑張っていきたいです。

　第13回中学生英語スピーチコンテストで最優秀賞を受賞した富士岡中学校3年 竹口大悟さんが、副賞の
YMCA主催イングリッシュキャンプに参加しました。

ＹＭＣＡイングリッシュキャンプに参加して
三浦YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ(神奈川県)　2019年12月26日（木）～29日（日）

竹口大悟 さん
（富士岡中３年）

　2019年10月27日（日）開所60周年記念となる国立中央青少年交流の家のオープ
ンハウスに参加しました。御殿場市国際交流協会の活動を紹介し、バルーンアートや
二胡の演奏で来場者と交流しました。

　御殿場市民活動支援センターに登録しているNPO団体・ボランティア活動団体の連絡会が行われました。当協会も
参加して活動内容を発表しました。

2019年12月4日（水）　市民交流センターふじざくら

「私を変えた日本」

キャンプで発表する
竹口さん

1位 2位 3位


