
2008年(平成20年)12月1日ふれんどしつぶ

.r&W'...rl.・“‘・曹，.._'・r.‘'‘'““‘・‘'‘|
Vol.27 

¥
lノ-

r
f
t
、、

Vol. 27 
発行

郡上八幡国際友好協会

事務局

郡上市八幡地域振興事務所
総務課内

80575-67-1811 

www.gifa.jp 
E-mail・office@gifa.jp

司
』
Fa

司.，.司、‘
，，e，..
 
-

働~l~共33i会12開覗副理枇活動回目白講演
6月 12日(木)郡上市国際交流推進協議会では， NPO法人可児市国際交

流協会事務局長の中村裕氏の講演会を開催しました。

可児市は隣接する美濃加茂市とともに外国人が多く就労し生活してい

る地域です。その数はここ十数年で急激|こ増加し 7，000人を超え総人口

の7%を占め定住化傾向にあリます。交流協会は地域lこ暮らす多様な文化

を措つだ人々の協働・共生を日指して 1999年から活動を開始されましだ。

国籍や民族・文化が異なっても、地域lこ生活するすべての住民が交流を

深め理解し合いなか、ら、とも|こ安心して生活できる多文化共生・協働の

まちづくりを目指して精力的な活動を続けてこられましだ。レベルごと

|こクラス分けしだ成人向け日本語教室¥幼児やミ子供向けの日本語と日本

文化の教室、さら1=ミ子供たちの就学支援活動を熱心|こ取り組まれています。日本人市民向け|こはポルトガル語や中国語な

ど4か国語の語学教室、料理教室¥異文化体験講座などを開催されています。

まだ最近では外国籍市民会議を作られましだ。講演ではこれまでの活動の経緯や活動の内容、問題点や課題など|こつい

て¥多くの図表や写真を投影しながらわかりやすくご説明いだだけましだ。

~街頭募金
6月 1日(日)1こ中国四川省大地震及びミヤンマーサイクロン被災者

支援の定めの街頭募金活動を行いまし定。この募金Id:，市内で生活ず

る中国出身者と協力して行いまし定。城下町プラザとパロ-八幡居前

で呼び掛けをし左ところ¥多くの市民の皆様から多額の義援金を]頁戴

しまし定。参加者が職場などで募金し¥だだい左分を含め総額 181，018

円になりまし定。本当|こありがとうございましだ。全額日本赤十字社

に送金しまし左ことをご報告しまず。

ショーン・サカモト
出身国…米国・二ユーヨーク市
担当校・・・郡上高校
大学の専攻-・・創作・作文
趣昧…読書、 SF、小説を書く

事、ドキュメンタリービデオ、
水泳、ハイキング、キャンフ。

ジエイコブ・ウォラー

出身国…米国・ミズーリリ¥1¥トセントルイス
担当校…大和中・大和西小・大中小・

那留小・大和第 1小
大学の専政…生物学、植物学
趣 昧…キャンプ、バイク、自転車、座禅

クリス・ロジャーズ

出身国…米国・テキサス州・ダラス
担当校・・・白鳥中・牛道小・北j農小

石徹白小
大学の専攻・・・文学・哲学

趣昧…スキ一、ギタ一、日本語
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ホームステイを受け入れて (白鳥町:猪島さん)

私の家族|呂、私達夫婦、長男夫婦と 5歳と 1歳半の予供の 6人です。会

ロホストファミリーのお話があっ定時、最近韓国ドラマをよく見るようlこ

なり、韓国の歴史や文化、料理!こ興昧を持っていましたので、韓国の女手

学生を希望しましだ。 遠藤さんファミリーと

対面式で、会つだ彼女l呂、ひかえ目でおとなしい印象を受けましだ。家|こ着くまでの車中で、ご家族のことや、地域

の事などを聞きました。家iこ着いてから、トイしやお風巴の使い方を説明し、時間も少し遅くなっていましだが¥行

ってみだい所はないかとか希望などを聞いてみましだ。世界遺産という言葉が理解出来なかつだようで、電手辞書を

出して調べていましだ。

私の家族も、少しでも日本らしい所を目で見て感じ

てもらいだいと思い、2日目の午後|呂、地元の阿弥陀

ケ滝と白山博物館を案内し¥夜l呂、ゆかだを着て郡上

踊り仁行きましだ。3日目|呂、同じ町内で、彼女と同

じ大学の女性を受入れてみえる家族の人達と、白川|郷

と高山に行きましだ。その時は、彼女も友達と一緒な

ので会話も弾みリラックスしている様手でし定。

ホ ムステイの 35白4日の期間は、丁度気心ち知れ

てこれからお互い!こ打ち解けて話も出来るときに別れ

が来るような気がします。最初の印象通りずっと静か

でおとなしい予だ、つ芝ので、楽しんでくれているだろ

うかと不安|こなることもありましだ。しかし、何をず

る|こもノーと言わず、何で、も一緒lこやってくれました。

お別れの目、主人が仕事で見送りに参加出来ないの

で、朝食の時、 「あなだがお父さん、お母さんの予と

して産まれだように、あなだが私の家に来てくれだの也、私左

ちとご縁があつだから」と言ったことに深くうなずいてくれま

した。彼女が反省会で、 「予供達もかわいかつだし、楽しかっ

たです」と言ってくれだ時、初めて彼女の気持ちを聞き、ホス

トフ?ミリーをして良かつだと思いましだ。

ヨー工ルさん私達の家|こ来て下さって本当|こ有難うございま

しだ。国際友娼協会の皆様lこもこの機会を与えてさつだことを

心より感謝申し上げまず。ありがとうございました。

ホストファミリ一体験記 (明宝:細川さん)

3回目のホストファミリ一体験でしだ。ここ数年来、韓国!こ関心がある私には、このl岐阜大学サマ スクールの郡上

で3泊4日の工クス力一シヨンは、待ち遠しい年行事のひとつ|こなっていますD

合年も、韓国の学生さんを迎えました。チャヨンという女の予でしだ。彼女の日本語力|手相当なちので、まだ礼儀正

しく、 性格の良い予でした。

日本|こ関心がある学生で、すから、それ仁答えるだめにも、ありのままの日本を見せるのが、良いと思い¥特別なことは

何もしまぜん。 I郡上踊りJ I白川郷J Iずし」の

三点、と、あとは花火、首長歩、貫い物などを時!こ応じ

てしだ程度でず。

韓置のこと、日本のことなど、私だちはまるで父

と娘のような感じでいろいろな話をしましだ。楽し

い4日間でしだ。合後もこの関係を続ける約束で、

再会ずる時までしばらくのお別れです。 l回目、 2

回目に我が家|こ来てくれだ学生芝ちとも現在も連絡

を取り合っていて、私には韓国に三入手どちがいる

ような気持ちです。三きまで、苦手だつだパソコンも!必

要なもの!こなり「五十の手習い」よろしく、 楽しん

でいます。関係者の皆さんに感謝しています。そし

て韓国の予どもだちlこも。
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今年も岐阜大学サマースクールの留学生が郡上八幡へやって来ました。例年のスウェーデ、ン・

ルンド大学からの15名、韓国のソウル産業大学からの 6名に加え、今年は韓国の木浦大学から

3名、アメリカのユタ州立大学から 1名の学生が参加してくれました。

座禅、茶道、書道で日本文化にふれ、宗祇水ゃいがわの小径などの散策もしながら食品サン

プル作りや水野先生の紙知エの体験もしました。

夜はホストファミリーの方達と郡上踊りの輪に加わり郡上の夏を満喫した様子でした。

ヨー工ルと過ごしだ日々 (八幡町:杉下さん)

スウェ-デンといえば、ス力ンジ、ナビ7フ半島!こある国でブルーペリ ー

と木工製品が有名ということぐらいの知識しか無い私の家|こ、スウェー

デンのルンド大学で日本語を学んでいる男の子が来てくれましだ。

ま定一年ほどしか日本語を勉強)ていないの|こ、日常会話はほとんど

問題な<、 畝語か、難しいと話す彼|こ、何とか役|こ立ちだくて、畝語で話

す練習を)ましだ。彼のユ モ?とインテ 1)ジ工ンスの高さと、ゆっく

り落ち着いた生活ぷリ|こ日頃パタパタと忙しく、心もイラ立ちがちな私

18:、学13¥ことの多い日々でしだ。

ヨ一工ルは日本のまんがを五年ほど前から読んでいて、男の子らしく

戦いの多い物語で、言葉遣いは武士の様芯昔の言葉遣いでした。少し私

達家族lこ慣れると、彼は私や王人のことを、母上、父上と冗談la<呼ん

でくれましだ。私達も悪のり し、武家の言葉を話そうとするのですが¥
山下さんファミリーと

テレビの時代劇からしか武士の言葉の知識がなく、変な言葉|こなって皆で、笑ってしまいましだ。

ヨー工ルは魚が嫌い芝?と話し、寿司はあまり食べだことが、無いと聞

い疋王人か I日本の美昧しい寿司を食べて招きlこなってほしい。」

と話し、主人お勧めの寿司居|こ皆で行きま しだD トロやウ二、力ズノ

コ、ヒラメ、タコ、イ力、マグ口、赤貝、 7ナゴなどいっぱい挑戦し

て、ほとんど食べることが、できま しだ。無理やり美昧しいと言わせだ

のかもしれませんか、。

何より私達がお寿司屋さんでヨー工ル|こ驚いだのは、頑張ってお寿

司を食べてくれだこと以上lこ、日本語のみならず英語やドイ ツ語も話

ぜることでしだ。そんな彼と共|こ過ごし、もう三十歳若ければ、私も

世界|こ飛び出し芝いと思つだのですが・・・。ヨ-工ルを通して、ス

ウ工ーデンのことが少し島近|こなりましだ。

ヨー工ルさん私達の家|こ来て下さって本当|こ有難うございましだ。

国際友括協会の皆様|こもこの機会を与えて下さっ芝ことを心より感謝

申しよげます。ありが、とうございました。
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郡上高校生感想文

インドネシア高校生がホームステイしている間は、だ

いへんながらち楽しいときを過ごせました。我が家では 2

人の高校生を迎えましだが、 2人共とてもいい予でした。

しかし、普段日常では使わたよい英語の会話はとても難し

かった三です。

私だち家族がむちゃくちゃな力タコト英語でl必死|こ話

すと、インドネシア高校生も一生懸命理解しようとして

くれてとても助かりましだ。私の祖母は英語がまったく

できないのですが¥ジ、工スチヤ で会話が成り立ってい

ましだ。もじもじしていて毛よかなか話さ芯い私や弟と比べ、

おばあちゃんはすごいと思いましだ。人聞やればできる

んだなと思いましだ。

インドネシア高校生は、「やらなくてもいいよ」と言っ

ているの|こ進んで家事を手伝ってくれましだ。普段家庭

で家事をする習慣lこなっているのでしょう。見習いだい

です。

さまざまなことがありましだが、どれも楽しい思い出

です。合目のホームステイはすぼらしい経験|こなりまし芝。

(S • K) 

この JENESYSはとてもすばらしいプログラムで

あす。芯ぜなら、日本とインドネシ?の学生がお互

い|こ文化受流をして友妬関係を築くことができたか

らです。 (G• K) 

このプログラムから文化、技術¥経済そして日本

社会の日常生活がどのようなものかを直接知ること

ができ、非常|こ有益で楽しいプログラムでしだ。まだ、

日本人はとても親切で優し<、知り合つだばかり芯

の|こ信頼のできるとても大切な家族と友達ができま

しだ。 (M.A) 
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郡上八幡園際友ち協会辻 治美

日本国際協力センターのからの依頼で'¥ 7月 lO日 (木)から l5日 (火) まで¥インドネシ?の高校生

l8 名を受入れましだ。 訪問団 I~ lO日正午到着後、郡上市長表敬訪問 し¥その後早速日本文化体験講座で

書道、茶道、郡上おどり等を受講しましだ。 しかし会回のハイライトは、何と言っても郡上高校訪問とホ

ームステイ体験でしだ。 二日田郡上高校を訪問し授業、 部活を見学しましだ。昼食の時間 lこ I~高校生達か、

お弁当を持参し沢山集まってくれ¥英語を使って色々な質問を しあい大変盛り上が、りましだ。夕方ホスト

フアツミリ 対面式を行ないそれぞれの家族lこお世話になりました。 2泊お世話|こなつだ後、日曜日のお

昼学生達はホストフ 7ミリーの皆様と一緒|こ昼食会に参加しま しだ。 5日目は粥川の森散策¥特別支援学

校訪問、郡上クリーンセンターを見学し¥合回の訪問のまとめの意見交換の会を行ないましだ。生徒達は

今回の訪問交流|こ大変満足し、まだ合目の滞在中|こ学んだ環境保全の大切さ¥平和の大切さを実感してい

るようでしだ。 6日目の l5目、生徒達は楽しい思い出とお土産を抱えて次の訪問地|こ向かつて出発しまし

だ。イスラム教の人達の受入、高校生の交流事業 I~初めてで色々心配ちありましたが\実際|こは何の問題

も無<、 非常|こ有意義な交流となりましだ。心優しい高校生達が成長し¥まだいつか心のふるさとを訪れ

てくれることを願ってeいます。舎回のフログラム実現|こご協力くださいました郡上市、郡上高校、郡上高

校 PTA、お世話|こなつだ皆様!こ心から感謝を申し上げます。
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英i園高図室
郡上八幡国際友妬協会・八幡英会話サークル共催、郡上市教育委員会後援|こよる「やさしい英会話教

室」が郡上市総合文化センターで、市内ALTの先生達(マイク・工リス、アシユレイ・ラスト、マリ

オ・ゴ-ムス、夕、ヴイツド・シユウイア一、ス

ティーブ・マクラーリン)を講師|こ迎え、 6月

と7月|こ開催されましだ。

直竺二竺- 竺
紛大原林産 大日造園土木。

勝木越組 。部高i亘組

告)キング(相生モータース) 東海精機紛

勝奥濃飛白山観光・ホテル積翠園 八幡信用金庫

大垣共立銀行紛八幡支后 八幡病院

郡上合板紛 松田土木

郡上板金企業組合 紛丸芳組

紛古池タクシー 紛ミノグループ

国際ソ口プチミス卜岐阜-郡上 ヤマガタヤ産業紛

さっきの会古池孝文 斎藤印刷

紛=栄コンサルタン卜 杉下医院

十六銀行側八幡支庖 八幡建設

庄村学習塾 ベイホックトラベル紛

新八幡木工紛

合年も市内各地の社会人及び学生、約 28名の

参加者があり、ゲームやスキットを交えだ教室

は大変妬評でしだ。

やさしい英会話教室で講師をしてくださつだ、

郡上市在住の ALTスティーブハリスさんジ工

イソンアサダさん工リッフイツツジ工ラルドさ

んが 3月、スティーブマクラーリンさんか、 8月

母国ヘ帰国されましだ。
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E翠霊童藍璽.
郡上八幡国際友持協会では会員を募集し

ています。

年会費は

個人会員/3，000円

法人会員/10，000円

年会費は¥留学生の受入や学習会、料理を

楽しむ会などの事業や広報活動の費用とし

て大切|こ使われます。

国際交流事業の企画|こ関心があり、一緒|こ

手伝ってくだ!さる方も募集しています。

【あ聞い合せ】

郡上八幡国際友ぢ協会事務局
TEL 67 -1 8 1 1 

;iミーふペ-:;...毛霊新φ!
むう222E3く72.e.U。

www.gifa.jp 


