
ベルギー大使館と
JICA地球ひろばを訪問

第２回国際協力・理解講座

姉妹都市交流研修会
初の野外研修で
野田市探訪

油について、実際の醬油を作る工程
を見ることが出来ます。
　11月には講師を招いて、視察した
内容をテーマにした英会話教室を実
施しました。オーストラリアからのお客
さまを是非案内したいと思いました。
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東京千代田区にあるベルギー大使館のエントランスにて

 ワークショップを楽しむ皆さん
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平成 30 年 11月29日（木）

　第２回国際協力・理解講座のバス
研修として、今年はベルギー大使館
とJICA地球ひろばを訪問しました。
　天候にも恵まれ都内への道も順調
に進み、大使館に着きました。多目
的ルームのようなところで、大使補
佐官が通訳を介してベルギーの世界
での位置関係や、風土、産業など説
明を受けました。
　その後リニューアルした JICA 地
球ひろばを訪問し、食事をすませ、
最初にワークショップに参加しまし
た。経済を発展させる方法がグルー

プごとに違い、参加した人たちとバ
スの中ではできなかった交流がで
き、ほのぼのとした気持ちで１階の
展示室へ移動しました。
　展示物は手に取り触る事ができ、
自分たちの考えと合致していなかっ
たり、考えさせられることが多くあり
ました。帰路に向かうバスの中では
１日の記憶力を駆使してのクイズに
チャレンジし、研修は終わりました。
願わくば本場仕込みのワッフルを
食べたかったかな…。

　平成 30 年度より第 6代目会長に
就任いたしました輪島正視でござい
ます。当協会は、発足以来、オー
ストラリア・バッセルトン市との交流
や外国人に向けた日本語教室など、
様々な活動を通して国際協力活動

を行っています。近年では、日本
に住む外国人や観光客も増加傾向
にあり、住民の異文化理解の重要
性はますます高まっております。当
協会も、住民が主体となり、国際
感覚を持った人が増え、外国人に
とっても、日本人にとっても住みよ
い社会になる事に貢献したいと思っ
ております。
　今後とも皆様のご支援ご協力を
心からお願い申し上げます。

杉戸町国際交流協会
会長に輪島氏が就任

【 会長プロフィール 】

第６代目会長　輪島 正視

国際化推進委員会　渡辺 眞理子 JICA 地球広場での研修風景

野田市探訪でキッコーマンへ

平成 30 年 9月28日（金）／
11月8日（木）／11月15日（木）

　今年の研修は、初めて野外研修
を取り入れ、英語の学習をしようと
いう試みを始めました。今回はバッ
セルトンから訪問団が来た際に何処
に連れて行けば喜ばれるかを考え、
地理的にも杉戸から近く、昔から醬
油の町として栄えている野田市探訪
を計画しました。前回の来日で柏市
内の旧吉田邸を案内した時、「観光
地はたくさん行っているけれどもこう

いう古い建物を見たことがない、今
回は嬉しかった。」と言われたことも
あり、野田市の古くからの名主の家
「上花輪歴史館」と「もの知りしょう
ゆ館」を視察しました。上花輪歴史
館では、江戸時代に醬油醸造を営
む商家の生活や当時の文化を知るこ
とができます。屋敷全体が展示物と
言うだけあり、建物と庭の調和を保っ
ています。横堀には船着き場があり
数キロ先の江戸川の合流地まで船
で出られたそうです。もの知りしょ
うゆ館では、外国でも人気がある醬 姉妹都市委員会　及川 久子

◀
英会話教室の様子
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　杉戸町平和企画展の最終日に、
「第五福竜丸～死の灰を浴びた木
造船が語るもの～」というテーマで
講演会が行なわれ、40 名ほどの方
のご参加を頂きました。昭和 29 年に
あったこの事件。若い世代の方は知
らないことも多いと思いますが、この
ような悲惨なことが二度と起きてはい
けないと改めて思い知らされました。
　最近、世界的にキナ臭いニュース
が多いようですが、核をなくす方向
に世界が動くことを切に願っています。

【 カルスタすぎと 】
杉戸町平和企画展 5日間開催

【 西公民館／多目的ホール 】
大盛況の異文化交流パーティー

　姉妹都市バッセルトンからの訪問
受け入れ時に献立のヒントになるよ
う、年2回開いている料理教室です。
主菜、副菜、スープ、デザートの4
品を作ります。グループの皆さんと協
力して作り，一緒にいただくのはとて
も楽しいひとときです。皆さんの参加
をお待ちしています。

ボトルブラッシュ料理教室

▲お料理の一例
レシピはホームページからご覧
いただくことができます。

　杉戸町日本語教室では、外国人
向けの日本語教室を無料で開催し
ています。一緒に楽しく日本語を
勉強してみませんか？

今号よりさらに皆さまの手に取りやすい
紙面づくりを心がけて、デザイン・編集
に携わらせていただくことになりました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

杉戸町日本語教室では、外国人の
方に日本語を教えるボランティアス
タッフを募集しています。資格や経
験は不要。性別・年齢も問いません。
現在、夜クラスのスタッフが不足し
ていますので、関心のある方はご連
絡ください。

杉戸町日本語教室
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● 団体会員
・埼玉県立杉戸高等学校
・埼玉県立杉戸農業高等学校
・杉戸町体育協会
・杉の子吹奏楽団
・杉戸ロータリークラブ
・杉戸麺打愛好会 小川道場

● 法人会員
・有限会社アグリパークゆめすぎと
・アトリエ ル・ミュゲ

　杉戸町国際交流協会は、国際
交流、姉妹都市交流を始めとし
た様々な取り組みに積極的に参加
頂ける方を募集しています！
ご入会希望の方はお気軽にご連
絡ください。

・有限会社石塚石材
・株式会社和泉屋
・合資会社岩瀬室内装飾
・杉戸天然温泉雅楽の湯
・株式会社エスエヌシーエス
・株式会社栗原建設工業
・株式会社グローバルオリエンタルメディシン
・株式会社斉田油店
・学校法人志学会学院 志学会高等学校
・学校法人昌平学園 昌平中学・高等学校
・有限会社杉戸クリーンサービス
・学校法人藤田学園 杉戸白百合幼稚園

2019 年会員紹介
・青翔運輸株式会社
・太平ビル管理株式会社
・株式会社髙橋屋
・有限会社武井鶏園
・株式会社大三
・中央プリント株式会社
・東武観光株式会社 杉戸営業所
・株式会社東洋
・有限会社中野運輸
・有限会社浜名造園
・NPO法人フタバ 双葉保育園
・細井自動車株式会社

・株式会社矢島商店
・吉村工業株式会社
・社会福祉法人 椿寿会 良宝園
・株式会社渡勝

平成30年
6月27日(木)～7月1日(日)

 「Welcome. Hello 異文化交流パー
ティーfrom now ! Open ! 」の発声
でスタートした本パーティーは、料理
や催しを楽しみながら外国の方と交
流を図る毎年大盛況のイベントです。
今年は「beyond2020」に承認を
頂き、さらなる盛り上がりを見せま
した。各国のお料理には感動の声が
会場を包み、ネパール親子のカント
リーミュージックや日本舞踊などが
披露されたあと、全員で「東京五
輪音頭」を踊ると最高潮に。最後は

ビンゴゲームで盛会裏のなか閉会
いたしました。本年度も明年 3月に
開催しますので、奮ってご参加お願
いいたします。　See you again！

平成31年3月17 日(日)

講演会の様子

日本語教室の様子 ▶

みんなで輪になり東京音頭

展示会に興味を寄せる人々

開講日：毎週水曜
［昼クラス］10：00～12：00
［夜クラス］19：00～ 21：00
場所：杉戸町立西公民館2階講座室

姉妹都市委員会　村上　治美

国際化推進委員会　川島 英夫

【 日本語教室概要 】

【 年会費 】
※年会費は年度単位、4月から翌年 3月末までを1年としています
※10月1日以降に新規入会の方は、年会費が半額になります。
この機会にぜひご入会をお待ちしております！

個　　人 …………… 2,000 円
（学生・外国人）……（1,000 円）
家　　族 …………… 2,500 円

団　　体 ………… 5,000 円
法　　人 ………… 10,000 円

Lesson

http://sugito-int.org/

令和元年度
活動スケジュール 日程：11月21日 (木 )

内容：大使館訪問バスツアー
定員：30 名程度

第3回
国際協力・理解講座

日時：12月予定 / 10：00 ～
場所：保健センター調理実習室
内容：料理教室
定員：16 名

第2回
ボトルブラッシュ料理教室

日程：12月予定
内容：海外文化紹介

第4回国際協力・理解講座

日程：2月3日(月) ～12日(水）
内容：姉妹都市バッセルトン訪問 /文化交流
定員：16 名程度 / 費用：約25万円

令和元年度
バッセルトン親善訪問団派遣

日時：3月15日 (日) / 13：30 ～
場所：杉戸町立西公民館・多目的ホール
定員：80 名程度 (要申込み)
参加費：300 円～ 500 円

異文化交流パーティー

2020

2
月

3
月

11
月

12
月 日時：5月23日 (土 ) / 10：00 ～

場所：杉戸町役場第2庁舎 2階会議室
内容：定期総会・交流懇親会

杉戸町国際交流協会定期総会5
月日程：9月30日 ( 月)

内容：越谷能楽堂・花田苑見学
定員：16 名

姉妹都市交流研修会
2019

9
月

※スケジュールは変更になる場合がございます。詳細は協会HP、町広報誌、会員向け通知をご確認ください。

＼ スタッフ募集中！ ／

問合せ・お申込み

杉戸町国際交流協会事務局
（杉戸町住民協働課内）
☎ 0480-36-1470
　 ［平日 8:30 ～ 17:15］
　 info@sugito-int.org

会員募集中！

【 編集後記 】

広報委員会

国際化推進委員会　志賀 千晶


