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ミニドカスウィングバンド親善公演平成27年11月15日（日）

GIA国際交流フェア 2016

平成28年1月17日（日）

第10回「中学生英語スピーチコンテスト」

平成28年2月6日（土）

国際交流都市ごてんば

第21回「日本語で話す会」
平成27年11月1日（日）

国際理解講座　　「アメリカ編」平成27年11月7日（土）



２月２９日現在、御殿場市には４２ヶ国１、７５６人の外国人が住んでいます。

　「ミニドカスウィングバンド親善公演」の開催に先立ち、日系
アメリカ人の変遷やバンドが結成された頃の時代背景につい
て学びました。講座では、ハワイへの出稼ぎから始まり収容所
生活を経て終戦後、再び市民権を得るまでの日系人の変遷を
辿りました。
　受講者は、スライドに映し出される当時の写真などを見なが
ら、それぞれが持つ日系人のイメージと重ね合わせ、希望に満
ちた渡米から苦しい時代を乗り越えて、アメリカ社会に根付い
た日系人の道のりに思いを馳せました。

国際理解講座　アメリカ編

講師： 獨協大学国際教養学部教授 山本 英政氏

市民交流センター「ふじざくら」　第3･4会議室

平成27年11月7日（土） 受講者：21人　

日系アメリカ人について書かれた書籍
◎「ハワイの日本人移民」山本 英政著
◎「THE SUN GODS（邦題：日々の光）」ジェイ ルービン著

　ミニドカスウィングバンドは、アメリカ・オレゴン州ポートランド市
で活動しています。第二次世界大戦中、日系人強制収容所の
体験者やその子孫の皆様を軸に構成されています。バンドの
名前はアイダホ州のミニドカ収容所に由来しています。今回は
戦後70周年の節目に、親善公演を行うために来日しました。
　開演前には御殿場市遺族会 勝間田会長の声かけで日米
両国の戦没者へ黙祷を捧げました。トランペットの音色で始まっ
た第一部では、収容所時代の歩みが紹介されました。曲の間
にはメンバーによる当時の生活についての解説や、世界で初め
てとなる収容所生活の様子を映した動画も公開されました。
　第二部は、地元バンドの皆さんがこの日のために特別に結
成した「富士山スペシャルバンド」とミニドカの皆さんが共演し

ました。リハーサルは当日の１回のみ
にも関わらず、見事に息の合った演
奏に会場は盛り上がりました。
　観客は音楽と映像で日系移民の
歩みを知り、平和への思いを新たに
しました。

平成27年11月15日（日）　御殿場市民会館 大ホール

御殿場市国際交流協会　戦後70周年記念事業

ミニドカスウィングバンド親善公演

富士山スペシャルバンドとの共演
音楽に国境はありません

終戦の知らせが届いた時の
収容所の上に広がる青空を歌います

親・子・孫と三世代で参加しているメンバー
もいます

戦争によって翻弄された多くの人生がありました音楽が心の支えでした

～Journey: 旅～



ステージ
パフォーマンス

笑顔が
いっぱい！

ＧＩＡでは会員になって下さる方を募集しています。詳しくは事務局（電話０５５０－８２－４４２６）までお問い合わせ下さい。

のりまき、トッポギなど

　１１ヵ国（ネパール、トルコ、アメリカ、フィリピン、アルゼンチン、ペルー、ボリビア、ブラジル、ベトナム、タイ、中国）の在住外国人が参加し
て、「国際交流フェア２０１６」が開催されました。各ブースには本場のお国料理が並び、会場は多くの来場者で賑わい、笑顔の人たち
で溢れました。中学生のボランティア24名（御殿場中、原里中、西中）が、盛り付けや販売のお手伝いをしてくれました。今回初めて市
役所市民協働課のブースが設けられ、昨年の姉妹都市チェンバーズバーグ市と韓国論山市訪問等のパネル展示や抽選会が行われ
ました。フェア後半にはステージパフォーマンスがあり、地元バンドのローカルサウンドクラブの演奏や歌が披露され、リズムに乗って会場
は大いに盛り上がりました。協力していただいた皆様、ありがとうございました。

調理室で料理中

平成28年1月17日（日）  市民会館  小ホール

フィリピンフィリピンフィリピン

ココナッツパイココナッツパイココナッツパイ トルティージャトルティージャトルティージャ アルファホレスアルファホレスアルファホレスペルー風
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ペルー風
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デビルドエッグデビルドエッグデビルドエッグ

トルコのケーキトルコのケーキトルコのケーキ

エスフィハエスフィハエスフィハ

揚春巻き揚春巻き揚春巻き
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アルゼンチンアルゼンチンアルゼンチン ペルー ボリビアボリビアボリビア

トルコ ベトナムベトナムベトナム

中国中国中国

アメリカ ブラジル

市役所 市民協働課

タイタイタイネパールネパールネパール

心も体もウキウキ！

あれもこれも
全部食べた～い！

蒸し餃子蒸し餃子蒸し餃子レッドベルベットケーキ
（景品の一例）
レッドベルベットケーキ
（景品の一例）
レッドベルベットケーキ
（景品の一例）



平野 一男さん
（フィリピン  御殿場南小6年）

ボルべ フェイさん
（フィリピン  富士岡小5年）

サンチャゴ ロべスさん　
（フィリピン  朝日小6年）

帰山 アレックスさん
（ブラジル  南中２年）

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1階）
TEL    ：0550-82-4426／FAX：0550-81-6439
E-mail：gia@mail.wbs.ne.jp
URL    ：www.city.gotemba.shizuoka.jp/gia/

　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をいた
だき、第10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
中学校6校から12名が参加し、体験したことや家族のこと、将来の夢
などを英語で発表しました。今年度は、西中学校2年生の渡邉彩花
さんが、“Ｉｔ ｉｓ ｉｎ Ｏｕｒ Ｂａｃｋｙａｒｄ”という題名で、戦争を他人事とせ
ず、簡単に「死ね」と言ってしまう同世代に感じた疑問を英語で発表
し、最優秀賞に選ばれました。
　審査委員長の白畑先生（静岡大学教育学部教授）は、「例年にな
くレベルが高く、審査が難航しました。発音にとらわれず、思っているこ
とを自分の言葉で表現できるかどうかが大事です。そのためには英
語だけでなく、色 な々ことを勉強したり経験したりすることが必要で、幅
広い目で物事を見られる人になってほしいです。」と講評されました。

第10回
平成２8年２月6日（土） 玉穂報徳会館 区民ホール

最優秀賞

渡邉　彩花 さん
（西中2年）

“It is in Our Backyard”

渡邉　彩花 さん
（西中2年）

“It is in Our Backyard”

高橋　心那 さん
（南中2年）

“Life, Love, Lessons”

高橋　心那 さん
（南中2年）

“Life, Love, Lessons”

優秀賞

竹口　光 さん
（富士岡中2年）
“Forgiveness”

竹口　光 さん
（富士岡中2年）
“Forgiveness”

国際ソロプチミスト御殿場特別賞

あとがき 「ゆうあい」をご覧いただき、ありがとうござい
ます。目を通しての感想や、ＧＩＡで行っている事業について
の意見や要望等をお聞かせいただきたいと思います。どう
ぞ、お気軽に事務局までご連絡ください。お待ちしています。
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ．Ｏ

日　時 ： 平成28年4月23日（土） 10:00～
会　場 ： 御殿場市民会館　第7会議室
内　容 ： 平成28年度の協会の活動方針を定めます。

平成２8年度御殿場市国際交流協会総会
　今年もアメリカ・オレゴン州ビーバートン市(御殿場市の姉
妹都市)から、高校生12名と引率者1名が7月に当市を訪問
します。滞在中ホストファミリーをしていただけるご家庭を募
集しています。この機会に異文化交流をしてみませんか？

ホストファミリー募集！！

白畑先生から貴重なアドバイス

【紹介者】 白井 遥玖さん

平成27年11月1日（日）  市民交流センター「ふじざくら」交流ホール
　御殿場市教育委員会と国際ソロプチミ
スト御殿場の協力をいただき、第21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が、日本での生活や
母国のこと、将来の夢などについて日本
語で発表しました。また、お父さん代表も日
本で苦労したこと等を話してくれました。
　発表後にインドの踊りと歌の披露があり
ました。来場者は、文化や習慣の違う日本
で一生懸命頑張っている発表者の様子
に、大きな拍手を送りました。

「ぼくの夢」

森川 夏美さん
（ブラジル  玉穂小6年）

【紹介者】 星野 未栞さん

「外国と日本の学校との
　　　　　　生活のちがい」

【紹介者】 土屋 歩夢さん
「わたしの学校の生活」

加藤 けんじさん
（アルゼンチン  印野小5年）

【紹介者】 金丸 雅さん

「日本で生まれたぼく
　アルゼンチンで生まれた母」

【紹介者】 木村 彩花さん
「お父さんと私の七年間」

小西 メリーさん
（ブラジル  原里中２年）

【紹介者】 福原 千夏さん
「ハーフライフ」

【紹介者】 隈元 悠真さん ふじ山教室で日本語を勉強
しています。

「ぼくと南中太鼓部」

グダデ ジャリンダさん
（インド）

「お父さんのお話」

鈴木 メガミ フェルナンダさん　　　
（ボリビア）

グダデ アヌシカさん
（インド）

コサレ アイコさん
中下 ネリーザさん
（フィリピン）

進行役

ホストファミリー募集！！
　7月7日（木）～11日（月）に、姉妹都市であるアメリカのオ
レゴン州ビーバートン市より、高校生12名と引率者1名が御
殿場市を訪問します。そこで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。詳しくは下記にある事務局までお問
い合わせください。

第21回

（左）

（右）


