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　毎年大盛況の国際交流フェアが、今年も開催されました。前半は、在住外国人の皆さん自慢の「故郷のお料理」が並
び、ボランティアの皆さんと共に販売をしました。来場者は本場の味を楽しんだり、各ブースでそれぞれの国の話をたずねた
りして、にぎやかに交流していました。また、市民協働課では災害非常食のアルファ米が提供され、大勢の人が興味深そう
に立ち寄り試食しました。
　後半のステージパフォーマンスでは、静岡のサンバチーム「ブロコシズオカ」が登場しました。来場者は間近で見る華や
かな衣装に魅せられ、サンバの軽快なリズムに自然と身体が動いて一緒に踊り出し、大変盛り上がりました。パフォーマンス
終了後も会場の外で音楽が鳴り響き、会場の皆さんとの別れを惜しんでいるようでした。

平成30年1月14日（日） 御殿場市民会館小ホール

市民協働課で非常食の試食

世界の味に舌鼓み

みんなでサンバ！サンバチーム「ブロコシズオカ」のパワフルなダンス

参加国（12ヶ国）
中国、フィリピン、ベトナム、トルコ、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、
ボリビア、メキシコ、アメリカ、モンゴル、インド

ボランティア
中学生 19名（南中、御中、原里中、富士岡中）
一般ボランティア 6名

来場者
約400人

※市役所 市民協働課



１月３１日現在、御殿場市には４４ヶ国２、０８９人の外国人が住んでいます。

ビーバートン市長のお宅にてアイシング クワイア合唱団の皆さんと共に
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橋をかけてくれた人 に々　      訪問団副団長（御殿場市国際交流協会会長）  土屋 俊光
　平成29年10月5日（木）から12日（木）まで、アメリカ・オレゴン州ビーバートン市との姉妹都市提携３０周年記念
訪問団に１０名が参加しました。ビーバートン市役所では歓迎式典が開催され、今後の更なる友好交流を確
認し合いました。また、昨年５月に御殿場で市民と共に合唱を披露してくださった『アイシング クワイア合唱団』
約１００名の皆さんが、今度は私たちのための歓迎会を開催してくださいました。代表のステファン・ガルバンさん
と団員の皆様にきめ細かい配慮をしていただき、今回の訪問がより充実したものとなりました。このような交流が
続けられるのも、３０年前にこの友好の橋を作った方々のおかげです。感謝申し上げます。



ギリヨ ガンズ レオさん
（フィリピン  御殿場小６年）

コサレ ケンジさん
（フィリピン  朝日小５年）

オルテガ ジアンさん　
（フィリピン  富士岡小６年）

渡辺 紫音さん
（御殿場中3年）

平野 一男さん
（フィリピン）

　第12回中学生英語スピーチコン
テストが開催されました。市内の中学
校６校から12名と特別参加1名が、
日頃考えていることや体験したこと、
将来の夢などを英語で発表しまし
た。今年は、南中２年生の平岩優さ
んが“The power of greeting”とい
う題名で、挨拶の持つ大きな力につ
いて発表し、最優秀賞を受賞しまし
た。副賞として、御殿場市と姉妹都市
のアメリカ・チェンバーズバーグ市にあ
るウィルソン大学から、ウィルソンカレッ
ジ学長賞が贈られました。
　審査委員長の白畑先生(静岡大学
教育学部教授)は、「イントネーションを
付けて、ゆっくりと間をあけて話すこと
が大事です。」と講評をされました。

第12回 平成30年２月24日（土） 
玉穂報徳会館 区民ホール

最優秀賞

平岩 優 さん（南中２年）
“The power of greeting”

土屋 こでまり さん（高根中２年）
“Showing My Interest to Others”

優秀賞

優良賞

特別参加

杉山 野乃佳 さん（高根中２年）
“ Differences between Us”

国際ソロプチミスト御殿場特別賞

【紹介者】 米林 凛音さん

平成29年11月12日（日）  市民交流センター「ふじざくら」交流ホール
　第23回日本語で話す会が開催されました。市内在住の外国籍の小中学生９名が、日本の学校生活や日本と母国
の違い、日本に来てから感じたことや楽しかったことなどを日本語で発表しました。また、先輩やお母さんからも心に響く
お話をしていただきました。発表後には歌の披露があり、頑張っている子供たちに大きな拍手が送られました。

「ぼくが大切にしていること」

アラキ バレリアさん
（ペルー  東小６年）

【紹介者】 小澤 成美花さん
「私の好きな料理」

【紹介者】 長谷川 慶さん
「ぼくの学校生活」

オダシマ ユカリ ガブリエラさん
（アルゼンチン  原里小５年）

【紹介者】 勝間田 涼さん
「二つの国のかけ橋になりたい」

【紹介者】 持麾 音和さん
「ぼくの学校生活」

羽魅世 優美さん
（ペルー　御殿場中２年）

【紹介者】 深沢 彩乃さん
「日本とペルーの違い」

「進行役」 「歌の発表」

滝口 カリシャさん
（フィリピン）

「先輩のお話」

ボルベ ジェーメスさん
（フィリピン  富士岡小６年）

【紹介者】 宮内 優弥さん
「日本に来て楽しかったこと」

李 暁萱さん
（中国  南小６年）

【紹介者】 稲葉 美姫さん
「日本に来てから」

真壁 拓也さん
（中国  南中３年）

【紹介者】 加藤 駿一さん
「日本に来てから感じたこと」

當眞 アヤメさん
（ボリビア）

「お母さんのお話」

第23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。

り   しょうしぇん

はらみよ         ゆうみ

とうま

・ボルベ フェイさん（富士岡中1年）

・山﨑 南月さん（南中２年）
・勝又 楓さん（西中２年）
・岩渕 玲奈さん（御中２年）れな

ゆう

・秋山 萌々葉さん（富士岡中２年）
・勝間田 郁実さん（原里中２年）
・高橋 陽さん（西中２年）

ももは

ひなた

・杉本 千夏さん（富士岡中２年）
・三石 華鈴さん（原里中２年）
・勝又 愛心さん（御中２年）あいね

かりん



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    ：www.city.gotemba.shizuoka.jp/gia/

あとがき 私たち広報部に新しい仲間が‼今まで女
性だけの部会員でしたが、男性が加わってくれました。カメ
ラ、パソコンに長けている方なので、新たな機関誌に期待し
てください。興味のある方、ぜひ参加してください。　 S．K

日　時 ： 平成30年4月21日（土） 10:00～
会　場 ： 御殿場市民会館　第7会議室
内　容 ： 平成29年度活動報告、平成30年度の活動方針、
　　　　事業計画 等
★総会終了後に、第12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

平成30年度御殿場市国際交流協会総会 ◆GIA会員
イベントや講座のお知らせ、会員価格での先行予約、会員限定
イベントなどの特典があります。
実際にイベントを運営してみたい方も歓迎です。
◆ホストファミリー・通訳ボランティア
数日のホームステイや、半日のイベントでの通訳などがありま
す。「興味があるけれど、大丈夫かな･･･」という方、まずは登録
からいかがですか？
◆ふじ山教室ボランティア（毎週土曜日午前中）
教室で勉強している外国籍の子供たちの指導をしてくださ
る方、資格や経験は問いません。一度教室に見学にお越しく
ださい。

お知らせ
事務局の芹澤香里さんが12月末で退職し、新たに勝又きよ美さん
が入りました。よろしくお願いします。

身近な所で国際交流してみませんか
詳細は事務局までお問い合わせください

　御殿場市とその周辺に在住する外国人児童・生徒のための日本語適応教室を
長年にわたり運営し、地域における国際交流の促進に多大な貢献をしてきたとし
て、御殿場市の外国籍児童・生徒補習教室｢ふじ山教室｣が、一般財団法人企業
経営研究所から｢国際交流功労賞｣を受賞しました。２月２日（金）に表彰式が行わ
れ、教室代表の津嘉山リリアナさんとボランティアの横山朋子先生、GIA土屋会長
が出席し、表彰状を授与されました。

2月2日（金）一般財団法人企業経営研究所

　私は今回のキャンプに参加して、本当に貴重な体験がたくさんできました。初めはいきなり一人で外
国に送られたような感覚で一杯でした。なぜなら、会話はすべて英語で、一緒に参加した仲間は私よ
り流暢に英語を話す人ばかりだったからです。でも、そんな私に優しくゆっくりと英語で話してくれる仲
間のおかげで、少しずつ環境にも慣れ、英語で会話することが
とても楽しくなってきました。三泊四日の中で、グループで話し
合ったり学んだりしたことを英語でプレゼンテーションしました。
　私がこのように英語で表現できたのも、最後まで私を優しく支

えてくれた仲間のおかげです。このキャンプを通して英語で表現する楽しさを感じ、
何よりも仲間とたくさんの思い出を作ることができて、とても嬉しかったです。

　昨年度の中学生英語スピーチコンテストで最優秀賞を受賞した高根中３年の滝口未結さんが、副賞の「YMCA 
English Camp for Global Leadership 2017」に参加しました。この研修は全国の中学2年生から高校2年生
までの45人が参加して、平成29年12月26日～29日まで、YMCA東山荘で開催されました。

ＹＭＣＡ英語キャンプに参加して YMCA東山荘　平成29年12月26日（火）～29日（金）

滝口 未結 さん
（高根中３年）
滝口 未結 さん
（高根中３年）

　1年前にＧＩＡを通して、フィリピン・ミンダナオ島のブトゥアン市ビットオス小学校に
寄付したユニフォームを着て、試合に挑んだ野球チームが、昨年12月14日に、ナラ
ガ県（ミンダナオ島）野球大会少年の部で、見事12対8で優勝しました。チームの
少年達は、おそろいのユニフォームで勝てたことを大変喜んでいたそうです。

大募集

※ふじ山教室はGIAが管理・運営支援しています。


