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　４月25日（土）ネパール中部でマグニチュード7.8の大地震が発生し、甚大な被害が出ま
した。御殿場市国際交流協会では、被災し苦しい生活を送っているネパールの人 を々支
援するため、6月１日（月）から30日（火）まで募金活動を実施しました。市内にあるネパール
料理店の皆さんと一緒に市内５か所で街頭募金を行い、市役所や事業所等に募金箱を
置かせていただきました。市民の皆さんからご寄附いただいた募金は37万円になりました。
　7月8日（水）に当協会会長と事務局がネパール大使館を訪問し、マダン クマール バッタライ
駐日ネパール大使に募金を直接お渡ししました。募金にご協力いただきました全ての皆さ
んに心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

平成２7年6月1日（月） セルバ御殿場古沢店にて街頭募金

街頭募金
6/1　カインズホーム御殿場店
　　　 Aコープ中央店
　　　セルバ御殿場古沢店
6/4　エスポット御殿場店
6/6　御殿場駅

募金箱
市役所本庁・各支所、市立図書館、
㈲二の岡フーヅ、カットショップゴアール、
秩父宮記念公園、市民会館、
御殿場市職員組合、市民交流センター、
市民体育館、GIA事務局

団体等からの義援金
高根第2保育園、うたぶえの会、神山幼稚園、市玉穂支所、
市リサイクル推進課、高根給食センター、国際ソロプチミスト御殿場、
（一社）中畑愛郷会、（一社）竈報徳社、（一社）印野郷土振興協会、
伊豆箱根タクシー㈱、（一社）御殿場愛郷報徳社、（一社）原里愛郷振興協会、
（一社）古沢共和会、ニルズ、（一社）玉穂報徳会、オカリナの会、茶道表千家宗沁会

ネパール大使館にて

（敬称略）



　 4月18日（土）御殿場市民会館第7会議室において、平成27年度御殿場市国際交流協
会総会が開催されました。平成26年度事業報告と決算報告、平成27・28年度役員選任、平
成27年度事業計画と収支予算等について審議され、全て原案通り承認されました。
　総会終了後、第9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3年
の瀬戸萌愛さんが、"What is ‘barrier free’?”という題名で、自分の考えを分かりやすい英
語で発表してくれました。

平成27年度　事業計画

平成27年度　賛助団体会員

平成27・28年度
役員紹介

ご支援ありがとうございます。

Gotemba  International  Associasion

１．在住外国人との共生交流を積極的に行う
●在住外国人との交流「ゆうあいサロン」
　本格ブラジル流バーベキュー「シュハスコ・ベルダデイロ！」
●ＧＩＡ国際交流フェア２０１６
●外国籍児童・生徒日本語発表会　
　「第21回日本語で話す会」
●外国籍児童・生徒のための適応補習教室
　「ふじ山教室」の管理・運営支援 等 ３．海外都市との友好交流を図る

●姉妹都市ビーバートン市サンセットハイスクール学生受入
●チェンバーズバーグ市姉妹都市提携55周年記念訪問に協力 等

４．国際平和に貢献する
●アメリカ ミニドカスイングバンド 日本親善公演受入 等 

２．市民の国際認識と国際感覚を高める
●語学講座
①英語講座
②「GIA College」（中国語、基礎英語、ハングル、タイ語）

会　長  土屋 俊光

副会長  大沼 こずゑ
           山本 裕司　
           鈴木 京子

部会長  文化交流部会　　
           鈴木 京子

           在住外国人共生部会　
           山本 裕司

           広報部会　　　　
           大沼 こずゑ

公益社団法人有隣厚生会 富士病院
（株）リトルスター
一般社団法人 印野郷土振興協会
印野財産区
御殿場財産区
御殿場市区長会
御殿場市社会福祉協議会
御殿場市職員互助会
御殿場市婦人会連絡協議会
御殿場市文化協会
高根財産区
玉穂財産区
一般社団法人 高根愛郷会
一般社団法人 玉穂報徳会
一般社団法人 中畑愛郷会
一般社団法人 原里愛郷振興協会
原里財産区

エース・トラベル（株）
エビス合同会社

（株）岡電
（株）オサコー建設
岳南建設（株）

（株）勝又新聞店
勝亦製材駿河鉄骨（株）
一般社団法人 竈報徳社
クックロビン
国際ソロプチミスト御殿場
独立行政法人  国立青少年教育振興機構 国立中央青少年交流の家
株式会社ニチイ学館COCO塾インフォメーションセンター沼津
一般社団法人 御殿場愛郷報徳社

（株）御殿場印刷所
御殿場インターホテル
御殿場高原ビール（株）
御殿場市観光協会
御殿場市商工会
ＮＰＯ法人 御殿場市体育協会

御殿場市日中友好協会
一般社団法人 御殿場青年会議所
御殿場総合サービス（株）
御殿場テトラパック合同会社
NPO法人 御殿場ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
御殿場西高等学校
御殿場日韓友好交流会
御殿場農業協同組合
御殿場民踊グループ

（株）御殿場旅行
御殿場ロータリークラブ
御殿場ワイズメンズクラブ
三晃建設（株）

（株）静岡銀行
静岡県中小企業家同友会 御殿場支部
スルガ銀行（株）
芹澤建設（株）
ＴＫＲ（株） 御殿場事業所
高森商事（株）

（株）東海衛生
(株)東京外国語センター

（株）時之栖
医療法人社団　富井醫院

（株）長島文宝堂
公益財団法人 日中人事交流援護会

（有）二の岡フーヅ
公益財団法人日本ＹＭＣＡ同盟 国際青少年センター東山荘
ネミー工業（株）
花季はせがわ

（株）林組
檜工業（株）
ＮＰＯ法人 富士賛会議
一般社団法人 古沢共和会
みどり美術印刷（株）

（有）みやざきや
睦産業（株）
薮田建設（株）

（株）ヤマトヤ

●海外料理講座  「タイ編」
●国際理解講座「日系アメリカ人の歴史」
●第10回中学生英語スピーチコンテスト
●機関紙「ゆうあい」年3回発行(市内全戸配布)
●ホームページの管理・運営
●「広報ごてんば」の抜粋翻訳
●ボランティア通訳、ホストファミリーの組織化 等

　御殿場市国際交流協会（GIA）に、日頃よりご支援ご協力を賜り
感謝申し上げます。このたび、ご活躍頂いた秋山氏の後任として
会長に就任いたしました土屋俊光です。どうぞよろしくお願い申し
上げます。
　御殿場市では、昭和35年にペンシルベニア州チェンバーズバー
グ市と、昭和62年にはオレゴン州ビーバートン市と姉妹都市が締結
されました。以来、多くの市民が草の根レベルで相互理解を図り、
共に顔の見える関係を作り上げて来ました。

　また、当市は、在住外国人の割合が、県下45
地域中14番目に多く、約50人に1人は外国籍の
方になり、6月30日現在1,688人で国の数は42ヶ
国にもなります。多様な人や文化との出会いは、
人生を豊かにすると共に、物の多様な側面を見ることもでき、自分や
御殿場の良いところを見直す機会となります。
　礎を築いてくださった先人に感謝すると共に、より魅力的な御殿場
の未来を築いていくために、皆様と一緒に国際交流を推進しましょう。

より魅力的な御殿場の未来を   御殿場市国際交流協会 会長　土屋 俊光
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ネパール出身のゴクルさんとドゥルガさんは幼馴染です。お二人には、ネパール大地震の街頭募金にご協力いただきました。
今回はゴクルさんからお話を伺いました。

　私たちの故郷はグルミ県のワミタクサールです。首都のカ
トマンドゥからはバスで12時間ほどかかります。私たちは近
所に住み、同じ小学校に通っていました。ドゥルガさんは15
年ほど前にナバルパラシ県へ引っ越しました。ワミタクサー
ルの近くにはレッスンガという有名な山があります。
　ネパールは寒い地域ですが、実際に寒さが厳しいのは2～
3ヶ月ほどで、御殿場の方が寒い期間が長いと思います。雪は
降らず、ひょうが降ります。
　ネパールで一番有名な場所はポカラです。湖がありエベレ
ストもよく見えるので、多くの人が訪れて休暇を楽しみます。

ネパールの学校
　ネパールでは、5歳から学校に通い始めます。5・6歳はナー
サリー（幼稚園）に通います。
　ナーサリーでは、ネパールの文字と英語のアルファベット
を習います。日本の学校は１年ごとに進級しますが、ネパール
ではその学年で学ぶことが身についていないと進級できませ
ん。だから、５歳クラスでもさまざまな年齢の子供がいます。
私は家の事情でお休みが多かったこともあり、５歳のクラス
に２年通いました。

御殿場に来るきっかけは？
　私は3年前に日本にやって来ました。最初は、京都のネパー
ル料理店で1年半働いた後、知り合いのおじさんが店を辞める
ので、「NILU’S（ニルズ）」を紹介してもらい、御殿場へ来まし
た。ドゥルガさんは去年の8月から一緒に働いています。
　御殿場は京都に比べると外国人が少なく静かですね。その
かわり、家族のような付き合いができると思います。
　それにやさしい人が多いですね。特に道を聞いた時にそれ
を感じます。地図を書いてくれたり、途中まで一緒に行ってく
れたりします。

ネパールの料理
　日本に来る前に、インドで8年、ネパールで4年、約12年かけ
て料理の勉強をしました。
　インドとネパールのカレーは少し違いがあります。インドの
カレーは濃く、スパイスをたくさん使います。ネパールのカレー
はインドカレーに比べると薄めで、スパイスも少なめです。
　ネパール人は毎日カレーを食べます。日によって中身、味、
濃さを変えて、溶かしたバターをかけたご飯と一緒に食べま
す。豆カレー・野菜の組み合わせが一般的です。ヒンドゥー教
徒が多いので、牛肉は使いません。日本にいてもカレーは一日

も欠かさず食べます。ネパール料理ではモモ（ネパール餃子）
がおいしいですよ。
　日本料理を作ったことはありませんが、御殿場のお母さん
（ニルズのオーナー）が色々なものを食べさせてくれます。今
まで知らなかった食べ物もたくさん食べました。
　ネパールでは生魚を食べないので、お寿司は初めてでした。
シュークリーム、たこ焼き、お好み焼きが好きです。日本の食べ
物はちょっと高いですが、本当においしいものが多いです。

日本語はどこで勉強しましたか？
　日本語は、京都に来てから勉強を始めました。御殿場に来て
からはお母さんに教えてもらっています。カタカナとひらが
なは覚えました。でも漢字は難しいので、ちょっとお休みして
話す勉強を中心にしています。日本語が話せないと仕事がで
きませんからね。お店に来るお客さんと、もっと色々話がした
いです。

ネパール連邦民主共和国

面積 ： 147,181k㎡
人口 ： 26,490,000人（2011年現在）
首都 ： カトマンドゥ
人種 ： パルバテ・ヒンドゥー等
言語 ： ネパール語
宗教 ： ヒンドゥー教徒 （81%）
通貨 ： ネパール・ルピー

グダム・ドゥルガ・バハドゥルさん（右）
（萩原在住）

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（TEL : ０５５０ -  ８２- ４４２６）までお問い合わせ下さい。

ポカラの風景

（ナマステ）

こんにちは

★インタビューを終えて
　ネパールでは、写真のドゥルガさんのように両手を前に
合わせて挨拶をします。特に目上の人には必ず手を合わせ
るそうです。
　「NILU’S」は、テレビで紹介されるなど人気のお店です。
本場の味を楽しみながら、ネパールの生活・文化に触れて
みてはいかがでしょうか。

将来の夢は？
　ネパールでは、１０月にビ
ジェヤダサイというヒン
ドゥー教の大きなお祭りが
あります。みんなその時期に
里帰りします。私もその頃に
一度帰る予定です。家族に会
えるので楽しみです。
　私には妻と11歳になる息子がいて、私の父と弟家族と一緒
にネパールで暮らしています。
　地震が起きた後、次の日まで電話がつながらなかったので
心配しましたが、私の家族もドゥルガさんの家族もみな無事
でした。家は少し壊れ、家族は安全のために１週間くらい外で
寝たそうですが、たくさんの方が亡くなったことに比べれば
何も問題はありません。
　しばらくは日本とネパールを行ったり来たりの生活が続き
ますが、いつか妻と日本でレストランを開きたいと思います。

ギミレ・ゴクルさん（左）



あとがき 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　市民協働課内）
TEL：0550-82-4426／FAX：0550-81-6439
E-mail：gia@mail.wbs.ne.jp
URL：www.city.gotemba.shizuoka.jp/gia/

　　　　　　　　ＧＩＡでは、８月以降多くの講座を予定して
います。海外の文化に触れたい方、お気軽に参加してくださ
い。ボランティアの応募もお待ちしています。　　　       Ｓ.Ｋ

日　時 ： 8月23日（日）　11:00～14:00
会　場 ： 乙女森林公園　第１キャンプ場
内　容 ： 市内在住のブラジル人の方々に本場のバーベキュー
　　　　の楽しみ方を教わりながら、様々な国籍の人たちと
　　　　交流を深める。
定　員 ： ８０名（先着順）
参加料 ： ＧＩＡ会員８００円、一般大人（中学生以上）１，０００円、
　　　　外国人大人８００円、小学生以下無料
申　込 ： ８月３日（月）～７日（金）
　　　　※参加料を添えて、事務局までお申し込み下さい。

講　師 ： 顧　正瑞さん（中国語）
　　　　脇　あつ子さん（基礎英語）
　　　　林　泓汝さん（ハングル）
　　　　伊藤 ユパーさん（タイ語）
定　員 ： 各講座　１５名（最低履行人数　６名）
参加料 ： 各講座　ＧＩＡ会員　８，０００円、一般１０，０００円
　　　　　　　　　　    ※テキスト代及びコピー代別途
申　込 ： ８月３日（月）～１４日（金）事務局までお申し込み下さい。

コ　　　　セイ スイ

イム　　　　ホンニョ

本格ブラジル流バーベキュー
「シュハスコ・ベルダデイロ！」

日　時 ： 9月13日（日）　14:00～16:00
会　場 ： 御殿場市民会館 第7会議室
講　師 ： ドン・メイビン先生〈湘南工科大学 教授〉
定　員 ： ３０名（先着順）
受講料 ： ＧＩＡ会員８００円、一般１，2００円
申　込 ：  8月19日（水）～26日（水）
              ※受講料を添えて、事務局までお申し込み下さい。

英語講座

日　時 ： 11月1日（日）　10:00～12:00
会　場 ： 市民交流センターふじざくら　交流ホール
内　容 ： 市内に住む外国籍の小・中学生が、日本での学校生
　　　　 活や母国などについて、日頃感じていることを日本
　　　　 語で発表する。

第２１回 日本語で話す会

日　時 ： 11月7日（土）　14:00～16:00
会　場 ： 市民交流センターふじざくら　第3・4会議室
内　容 ： ミニドカスイングバンドの公演に先立ち、第二次世界
　　　　大戦中のアメリカの日系人強制収容所における生活
　　　　等を理解するために、事前に「日系アメリカ人の歴史」
　　　　（仮題）を学ぶ。
定　員 ： 50名（先着順）

国際理解講座

日　時 ： 8月29日（土）　9:30～12:00
会　場 ： 市民交流センターふじざくら　調理室
講　師 ： 奥　チャンティラーさん
内　容 ： 日本人にも食べやすいタイの家庭料理の作り方
定　員 ： 2０名（先着順）
受講料 ： ＧＩＡ会員８００円、一般１，2００円
申　込 ：  ８月３日（月）～１４日（金）
            ※事務局までお申し込み下さい。

期　間 ： 中国語（初級）・・・・・・・9/1～11/24の火曜日
　　　　 中国語（中級）・・・・・・・9/4～11/6　の金曜日　　
　　　　 基礎英語・・・・・・・・・・・・・9/1～11/24 の火曜日　　
　　　　ハングル・・・・・・・・・・・・・9/4～11/6　の金曜日　　　
　　　　タイ語・・・・・・・・・・・・・・・・9/2～11/18 の水曜日

時　間 ： 19:00～20:30 （タイ語のみ10:00～11:30）
会　場 ： 御殿場市民会館 会議室

海外料理講座　「タイ編」

日　時 ： 11月15日（日）　14:00～16:00
会　場 ： 御殿場市民会館 大ホール
内　容 ：終戦７０周年の記念に、アメリカオレゴン州ポートラ
　　　　ンド市から、第二次世界大戦中のアメリカの日系人収
　　　　容所体験者やその子孫たちを軸に構成されたＮＰＯ
　　　　団体「ミニドカスイングバンド」が、１１月中旬に日本
　　　　親善公演を行うために来日する。来御する１１月１５
　　　　日に市民と交流をし、歴史への理解を深め、平和につ
　　　　いて考える。
入場料 ： 無料

アメリカ ミニドカスイングバンド
日本親善公演

「ＧＩＡ College」
中国語(初級・中級)、基礎英語、ハングル、タイ語

「英語の聞き取りのコツ！」

「日系アメリカ人の歴史」（仮題）

グリーンカレー&ヤム・ウンセン（春雨サラダ）

ホストファミリー・通訳ボランティア募集
ＧＩＡでは、ホストファミリーと通訳ボランティアを
随時募集しています。

ふじ山教室ボランティア募集
毎週土曜日の午前中、「ふじ山教室」で勉強している外国籍の子
供たちを指導して下さるボランティアを募集しています。資格や経
験は問いません。一度教室へ見学においで下さい。

語 学
講座

語 学
講座

詳細は後日広報などでお知らせします。

詳細は後日広報などでお知らせします。

詳細は後日広報などでお知らせします。

各講座共 全10回

※詳しくは事務局までお問い合わせください。


