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御殿場市国際交流協会設立２０周年記念
東日本大震災復興支援東日本大震災復興支援

天満敦子チャリティーコンサート天満敦子チャリティーコンサート

　平成3年6月（1991年6月）に設立された国際交流協会は、20周年を迎える事が出来ました。様々な活動を通して多くの
方 と々出会い、たくさんの皆様のお支えで今日まで活動を続けることが出来ましたことを、改めて厚くお礼申し上げます。20
周年にふさわしい記念事業を模索しておりましたところ、当協会とは特にご縁の深い天満敦子さんのコンサートを再びとい
う声が多く寄せられ、開催の運びとなりました。天満さんとの打合せの過程で、南相馬市の母方の親戚の方4名が今もなお
行方不明と伺い、お慰めの言葉もありませんでした。
　当日は市内外から多くのお客様においでいただきましたお陰で、義援金を天満さんに託し南相馬市へ届けていただくこ
とにいたしました。ささやかですが復興の一助になればと願っております。また、長年交流のある「ＪＨＰ・学校をつくる会」
代表 小山内美江子さん（脚本家）からお祝いのメッセージと記念品をいただき、感慨ひとしおでございました。
　今後とも協会の活動に皆様方のいっそうのご支援ご協力をお願い申し上げ、お礼のご挨拶とさせていただきます。

御殿場市国際交流協会
設立２０周年記念事業を終えて

実行委員会委員長　森岡和鶴子

平成２３年１２月１０日（土）市民会館 小ホール



　日本語で話す会が、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、両親と共に外国から来
日し、市内の小中学校で学んでいる児童・生徒が出場しました。皆さんは、日本に来て生活する中で感じた大変だっ
た事やうれしかった事、将来の夢などを上手な日本語で発表しました。
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平成２４年２月１２日（日）午前１０時～　玉穂報徳会館第17回 日本語で話す会日本語で話す会

　恒例の国際交流フェアを今年も開催しました。今回は日本を含め15カ国が参加し、食を通じて世界の文化を感じるフェアになりました。
来場者は各国の料理を楽しみながら、参加国の方々とおしゃべりを楽しんだり、一緒に写真撮影をしたりと例年以上に交流を深め、和やかな
時間を過ごしていました。各国ブースではボランティアの中学生28名が、料理の陳列や大きな声で呼び込みをするなど、それぞれ積極的にお
手伝いをしていました。また、ステップワン、むつみ作業所の皆様にも参加していただきました。
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食器デポジットシステムでゴミ減量



　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、中学生英語スピーチコンテストが開催され、市内中
学校 6校から 12名の生徒が、日頃感じていることや体験したことを英語で発表しました。
　今年度の最優秀賞には西中学校 2年 芹澤唯臣さんの“The Bubble is Burst !”が選ばれました。
　審査員長　白畑知彦先生（静岡大学教育学部教授）からは、「受験英語と言われている『文法』も英語の基礎を
学ぶ上で、軽視してはいけない大切なものである」という貴重なご意見をいただきました。

ＧＩＡ国際交流フェア２０１２ＧＩＡ国際交流フェア
１月１５日（日）市民会館小ホール１月１５日（日）市民会館小ホール
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最優秀賞
芹澤 唯臣さん
（西中２年）

優秀賞
石田 涼音さん
（西中２年）

国際ソロプチミスト
御殿場特別賞
田村 咲さん
（御殿場中１年）

Ｔｈａｉｌａｎｄ タイ Philippines フィリピン
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Vietnam ベトナム

United States アメリカ

Mexico  メキシコ
Ｃｈｉｎａ 中国

２０１２

第6回
中学生英語スピーチコンテスト中学生英語スピーチコンテスト 平成２４年２月１２日（日）午後2時～　玉穂報徳会館



　今年は沖縄県恩納村視察を目的に10名の会員が参
加しました。
　恩納村は沖縄を代表する観光地でありながら、村
内に米軍実弾演習場があります。恩納村との交流

は、平成21年12月に恩納村から6名の方々が、GIA
の活動を視察するために御殿場市を訪問したことか
ら始まりました。
　恩納村では役場を訪問し、志喜屋文康村長からて
いねいに村の概要を説明していただきました。その
後、村内の公共施設（ふれあい体験学習センターや
おんなの駅他）、観光地として有名な万座毛、また
今年の秋に開学予定の沖縄科学技術大学院大学を視
察しました。
　恩納村関係者の皆さんには大変お世話になり、個
人旅行ではなかなか見られない沖縄の実態に触れる
ことができ、大変有意義な研修となりました。

「英語のコミュニケーション上達法を学ぶ！」「英語のコミュニケーション上達法を学ぶ！」
GIA語学講座

GIA会員研修

「沖縄県恩納村と沖縄本島」「沖縄県恩納村と沖縄本島」

　英語での会話で相手が話していることを正しく理解し、自分が言い
たいことをうまく伝えるための３段階の方法を教えていただきました。

講師：湘南工科大学 准教授 ドン・メイビンさん

平成２３年１１月２６日（土）　市民交流センター「ふじざくら」

お茶とお菓子のブレークタイムもあり、
笑顔と人の輪が広がりました

① Stop - 相手の話を理解できない時
“Pardon me？”　“More slowly, please.”

③Check - 相手の話を確認する時
“Do you mean (that) ?”

②Understand - 相手の話をさらに理解したい時
“What does (that) mean ?”
“How do you spell (that) ?”

「フランス編」「フランス編」
GIA海外料理講座

　御殿場市出身で柏市在住の小林裕子さんを講師に
迎え、クレープを使った料理を学びました。
　フランスでは、キリストの誕生から40日目にあた
る2月2日を「聖母お潔めの祝日」シャンドルールと
言い、家族の幸せを願ってクレープを食べる習慣が
あります。小林先生からクレープ占いなどの楽しい
お話を聞きながら、上手に出来あがったクレープ料
理をおいしくいただきました。

平成２4年2月25日（土）　市民会館 調理室

講師：小林 裕子さん
　　（フランス語・フランス家庭料理教室主宰）

ピカルディ風クレープグラタン
アンディーブのサラダ

ピカルディ風クレープグラタン
アンディーブのサラダ
アップルティー

お砂糖のクレープお砂糖のクレープに
赤いフルーツの

コンフィチュールをのせて

平成２３年１１月１０日（木）～１２日（土）

恩納村役場で志喜屋村長（後列左から4番目）と一緒に
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バングラディッシュバングラディッシュ

ミャンマーミャンマー

ベンガル湾

ソナムチュキ・ワンチュクさん
（原里在住）

（クズサンポー）

ブータン王国ブータン王国

面積：約38,394平方キロメートル
　　　（九州とほぼ同じ）
人口：約６９．６万人（２０１０年現在）
首都：ティンプー（Ｔｈｉｍｐｈｕ）
言語：公用語はゾンカ
国王・王妃の来日が記憶に新しい
”世界一幸福な”国

VOL.22VOL.22

　静岡県国際交流協会主催、GIA共催による｢通訳ボランティア講座｣が開催され、市内外から55人が参加しました。通訳として心掛
けることや、通訳技術についてお話していただきました。また、5月に開催される「ウルトラトレイル・マウントフジ」に向けて、場面
設定しての通訳練習も行ないました。講師の先生がトレイルランニングを趣味にしているということで、大変具体的で、実際にすぐ
役立つ通訳の方法を教えていただきました。

　平成24年5月18日(金)～20日(日)に開催される国際的なトレイルランニング(山岳マラソン)レースです。海外からの70名を含
め、2,000名の選手が参加し、富士山一周コース(160km)を48時間で、半周コース(90km)を26時間で走ります。御殿場市では、富士
山御殿場口新5合目付近にエイドステーション(休息・救護)が設置される予定です。

｢通訳ボランティア講座｣｢通訳ボランティア講座｣

ウルトラトレイル・マウントフジ「ULTRA-TRAIL Mt. FUJI 」

こ ん に ち は

平成２４年２月５日（日）　 富士山樹空の森
講師：レッドフォード賀代子氏（プロ通訳者）

　私はブータンの首都ティンプーの出身です。ブータンの高校を卒
業後、トロントの大学に進学してホスピタリティを学びました。大
学在学中に夫と知り合い、結婚。現在は、夫と3歳になる娘と3人
で暮らしています。

意外？な ブータン
　ブータンは、ヒマラヤなどの山に囲まれた場所にあります。寒い
場所と思われますが、冬は御殿場の方が寒いんですよ。
　宗教は仏教で、いろいろな宗派があります。東部出身の父と西部
出身の母は違う宗派のため、家ではそれぞれの宗派の行事を行って
います。もちろん同じ行事は一緒にやります。
　学校の授業はすべて英語で行われます。唯一、国語の授業のみ公
用語である「ゾンカ」を学びます。ブータンでは海外留学は珍しい
ことではありません。言葉の壁が低いこともありますが、より新し
いことを学びたい若者は海外の大学への進学を希望します。私の弟
もカナダの大学に進学し、卒業後もカナダに住んでいます。
　ポピュラーなスポーツは弓道です。弓はアーチェリーよりも日本
の弓道の形に近いです。ただし、的は３００ｍほど先の地面に置き
ます。
　ブータンでは水力発電があり、その電気をインドに売っているん
ですよ。ブータンとインドの関係はとても深いです。

幸せの国
　ブータン人は皆家族のような感覚です。海外に住んでいてもパー
ティーなどでブータン人に会うと、初対面でも兄弟に会ったかのよ
うに盛り上がります。
　ブータンの家族は、最年長者を頭に多世代で暮らすことが多いで
す。今、私の実家では85歳の祖母が一家の頂点です。
　20年前までは離婚はできませんでしたが、今では若い人達の間
で増えています。
　治安面は、以前に比べれば事故や事件は増えましたが、全体的に
は日本とそれほど変わらないのではないかと思います。

食事
　ブータン料理はエマ（唐辛子）をたくさん使うため、辛いものが
多いです。ダツィと呼ばれるブータンのチーズはたくさん食べても

太る心配がないんですよ。主食は赤米、肉料理は豚とヤクの肉で
す。ヤクの肉はおいしいですよ。
　日本食は、おすし、ラーメン、お好み焼きなどが好きで、食べる
物には困りません。

クリエイティブな国、日本
　日本人はとてもクリエイティブだ
と思います。特に冬を暖かく過ごす
ための道具がたくさんあります。
ホットカーペット、こたつ、カイロ
など、ブータンには無いものがたく
さんあって面白いです。
　料理の盛り付けは美しく、お弁当
の表現も豊かですばらしいですね。
　また、日本人はとても礼儀正しい
と思います。

御殿場で暮らす
　御殿場はとてもピースフルです。あまり大きな都市ではないの
で、何をするにもやりやすいと思います。
　４月から、娘が幼稚園に入園するのでいろいろと新しい事がある
と思います。私はまだまだ日本語が苦手で家では70％くらい英語
で話をするので、娘に関しても日本語が一番心配です。幼稚園まで
の送り迎えが始まるので、自転車で幼稚園まで行けるように練習し
たいと思います。
　車を運転できるようになりたいので免許を取りに行きたいし、な
にか仕事も始めたいと思います。そのためにはまず日本語をもっと
勉強しなくてはいけませんね。

平和で幸福な国のイメージが強いブータンでも少しずつ変化が
あるようです。
新しいものを柔軟に受け入れつつ、守るべき“古き良き慣習”
も大切にするバランス感覚を私達は見習いたいものです。

インタビューを終えて

ブータンにて
女の民族衣装「キラ」
男の民族衣装「ゴー」を着て



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/

　ワンチュクさんへのインタビューで今注目の「ブータン」につ
いて生の声を聞くことができました。皆様の周りに住んでいる
外国人の方を紹介していただければうれしいです。　（M.O）

あとがき

御殿場市日中友好協会たちもやっています、国際交流 No.16私
今回は、GIAの賛助団体会員である御殿場市日中友好協会の活動をご紹介します。

　御殿場市日中友好協会は、1974年12月初代会長
仁藤祐治による中国語教室として発足し、その後静
岡県日中友好協会の支部に移行し設立されました。
1980年には御殿場市民友好訪中団として、団長鈴木
勝巳市長は当時珍しかった東北地方への訪問を実現
しました。
　これまでの事業として、市の木である欅の種を
贈ったり、北京から杭州まで1,500kmの運河沿いや
南京で慰霊植樹をしたりしました。また北京植物園
に御殿場産のフジザクラの花を咲かせることができ
ました。その他編み物機や日本語教材を贈ったり、
中国三誌訪日団と交流したりする等の足跡を残してき
ました。

　1997年は静岡県日中友好協会40周年、日中国交正
常化25周年、静岡県・浙江省友好提携15周年という
記念すべき年でした。それを機に会組織を見直して
会員増強を図り、田中武夫が二代目会長に就任して
現在に至っています。

　来年度は、中国民族音楽演奏会や中国の歴史文
化を学ぶ講座・教室の開催、市国際交流協会と一
緒に国際交流フェア中国春節祭の実施、市内在住
中国人とのふれあい事業などを計画しています。

連絡先 ：御殿場市日中友好協会事務局 　（担当）湯山
電　話 ：０５５０－８９－９０６０

　日　時　：平成24年4月21日（土）午前10時～
　会　場　：御殿場市民会館 第7会議室

平成２４年度
御殿場市国際交流協会総会

会員募集
GIAでは随時会員を募集しています。会員になると、
GIA主催の講座の受講料が割引になるなどの特典があり
ます。

問い合わせ、申し込みはGIA事務局までお願いします。

お知らせお知らせ

2000年10月 万里長城八達領にて記念植樹祭参加

2010年10月 御殿場市各界友好訪中団全員で記念撮影

御殿場市日中友好協会主催 第3回 中国伝統音楽演奏会

2006年 御殿場市国際交流協会主催留学生との料理教室

けやき
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