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「多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

」をテーマに、「りっとう多文化交流フェスタ」を開催します。石川
いしかわ

輝
てる

伸
のぶ

さんを

実行委員長に、「アットホーム」なイベントを目指します。 

 

当日の朝に収穫する自然
じ ね ん

薯
じょ

と、RIFA会員有志製作の「かまどベンチ」（（株）びわ湖タイル、（株）

奥山ポンプ協力）で自然薯の味噌汁を作り、１杯１００円（５０食限定）で販売予定。 

他にも、外国料理の屋台やステージ、起震車体験など盛りだくさん！ 

 

 

 

また、毎週木曜日に放送中の多言語生活情報番組 

「KONBANWA SHIGA」（ＢＢＣびわ湖放送）のキャスター、 

ジェロニモ・ゲレスさんにも、司会者のひとりとして来て 

いただきます。 

 

「多文化共生」とは？ 

 

国や地域、文化の違いを認

めあい、お互いに尊重しあい、 

協力する社会。 

 現在、栗東市の外国人登録

者数は、約 1,000 人。“楽しく

歩み寄り”、住みよいまちを目

指していけたらいいですね。 

「ベンチ」が 

「かまど」に大変身！ 

皆様には、日頃よりお世話になっています。 

昨年に引き続き、りっとう多文化交流フェスタを開催

します。様々な文化を、アットホームで身近に触れて楽

しむため、舞台発表・食事・防災体験・外国籍住民向け

コーナー・パネル展示等をセットにしました。 

舞台発表では、段差のない舞台設定とし、ジェロニモ

さんの語りも楽しめます。食事では、地産地消の自然薯

料理と、外国家庭料理を楽しめます。防災は、起震車

体験で身近に触れ、かまどベンチ寄贈で地域に貢献し

ます。 

このイベントは、皆様一人一人の力を結集することで

盛り上がります。秋の一日を楽しく過ごすため、皆様の

御参加・御意見・御協力をよろしくお願いいたします。                    

 

2011年度 実行委員長 

石川 輝伸 

※「KONBANWA SHIGA」毎週木曜日 20:55～21:00 

滋賀県内の情報をポルトガル語で発信中。 

 



 

 

RIFA副委員長が決定 
  

RIFA を運営する各委員会において、副委

員長が決まりました。 

総務広報委員会：梅
うめ

林
ばやし

和
かず

美
よし

、小
こ

林
ばやし

正
まさ

樹
き

 

文化交流委員会：北
きた

村
むら

勲
くん

司
し

、根
ね

来
ごろ

章
あきら

 

平成 23・24 年度は、RIFA 役員 11 人で運

営してまいります。 

 

 

滋賀 Web大賞 授賞式 
（6月 28日（火）） 

 RIFA ホームページが「シンプルで見やす

く、多言語対応している」ところを評価され、

地域活動団体部門の優秀賞を受賞。RIFA を

代表し、奥村
おくむら

敏子
と し こ

副会長が賞状と賞金を受け

取りました。今後、ますます親しみやすいホ

ームページ作成に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japanese Cooking（7月 10日（日）） 

 外国籍住民を対象に、「カップ寿司と抹茶

わらび餅」作りに挑戦。お寿司のトッピング

のチーズやハムを、 （ハート）や  （星）

に型抜きする時は、韓国や中国の子どもさん

が大活躍でした♪ 

 

 

 

 

 

 

  

 

ＲＩＦＡ英会話講座 
（６月 2日～10月 6日） 

 「少人数制が学習に最適」と

好評の RIFA 英会話講座（前期）

が間もなく終了します。後期講

座は 10 月 27 日（木）からスタ

ート！デイビッド先生のアイデア満載のク

ラスに、ぜひ参加してみませんか？ 

 

 

世界と出会う玉手箱   
～5 回連続講座～ 

元 JICA 青年海外協力隊員による親子向け

ワークショップ。（大人の方のみの参加も OK です。） 

 

【第１回】      （６月 19日（日）） 

オリジナル・メキシカンアクセサリー作り 

ビーズやフェルトに 3歳の子どもさんも夢

中！“帰国子女の悩み”など、講師の実際の声

を聞くことができてよかった、との意見も。 

 

 

 

 

 

 

   

【第２回】      （８月 21日（日）） 

サモアってどんな国？ 

 南太平洋（オセアニア）の楽園サモアのダ

ンスを練習。簡単そうなのに、やってみると

二の腕・太ももが、ぷるぷる～っ(＠_＠;) 

 

【法人会員ご紹介(順不同)】 ～応援ありがとうございます。～ 

（株）宝文堂、栗東総合産業（株）、（株）スマイ印刷工業、（株）びわ湖タイル 



 

 

 

栗東国際交流協会（RIFA）は、会員をはじめ多くの方のご協力で、 

『国際交流・多文化共生』をテーマに、様々な活動を行っています。 

9 月～12 月は、特にイベントが盛りだくさん！一挙、ご紹介します！ 

 

 

2011ええやんか！ 

おうみ多文化交流フェスティバル 

【日時】9 月25 日（日）10:00～16:00 

【場所】草津市ロクハ公園 

【内容】県内多くの国際交流団体が集合！ 

【募集】当日ボランティアスタッフ 

（幼児向けの、くつろぎブース） 

 第３回 世界と出会う玉手箱 

日本で作るおいしいメキシコ料理 

【日時】10 月1 日（土）10:00～14:00 

【場所】コミュニティセンター治田東 

【内容】メキシコ人研修員のお話 

メキシコ料理作り 

【定員】20人程度 

    ※研修員の都合により、ゲストが変わる 

場合があります。ご了承ください。 

異文化交流サロン  
栗東～大津 トレッキング＆ハイキング  

大自然で遊ぼう♪ 

【日時】10 月23 日（日） 

【場所】金勝山～桐生若人キャンプ場 

【内容】自然散策、バーベキュー 

 

 世界と出会う交流広場 

in滋賀がいいもん市 

【日時】11 月13 日（日）11:00～15:30 

【場所】栗東芸術文化会館さきら シンボル広場 

【内容】ステージ＆外国料理屋台 

【募集】当日ボランティアスタッフ 

（薪窯ピッツァ販売、会場設営他） 

 

りっとう多文化交流フェスタ 2011 

     ～世界ってこんなに身近なんだ！～ 

【日時】11月26日（土）12:00～15:30 

【場所】コミュニティセンター治田東 

【内容】ステージ、屋台、展示 

起震車体験他 

【募集】各種ボランティア 
   （自然薯丼、世界の切手しおり作り、 

実行委員、会場設営、当日スタッフ他） 

 第 4回 世界と出会う玉手箱 

自動車整備の魅力（スリランカ編） 

【日時】12 月4 日（日）10:00～12:00 

【場所】ひだまりの家 

【内容】スリランカで自動車整備をしていた 

元青年海外協力隊員の話 

牛乳パックで自動車作り 

【定員】25人程度 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

やってみよう！ 

◆国際理解○×クイズ◆ 
南太平洋の島国「サモア」は、日付変

更線の西側に位置し、地球上で最も早く

日が昇る国の一つである。～第 2 回世界と

出会う玉手箱「サモアってどんな国？」より～ 

各種イベント、講座の申込・問い合わせは 

RIFA事務局まで（月～金 9：00～17：00） 

電  話：077-551-0293/Fax：077-554-1123 

メール：mail@rifa.jp 

ホームページ：http://www.rifa.jp 

体力派も、のんびり派も

楽しめるように、2 チー

ムに分かれます。詳細は

チラシ・ＨＰで。 



上海で暮らすブラジル人にインタビュー！ 

RIFA 英語翻訳ボランティアをはじめ、幼児向け英語サークルの運営など、積極的に活動されていた富

崎美紀さん。2011 年 2 月に、ご主人の転勤で中国の上海へ引越しされました。行かれる前は、「不安

だ・・・（涙）」と言われていたものの、数ヵ月後、こんな元気なメールが届きました♪ 

 

  

 

 

 

 

 

 

【ブラジル出身の、ドイツ系夫妻】  

ご主人の２７歳・チャーゴさん(名前は聖人

由来）、奥様はマリーナさん。二人とも背が

高い、モデル夫婦のようなお二人です。 

チャーゴさんは、ブラジルの服飾関係会

社の社員。出張が多く、ベトナム・バング

ラディッシュ・インドネシアなど。チャー

ゴさんのように、現地に在住することは珍

しく、会社での評価が上がるそうです。 

時差の関係で、中国での仕事が終わる頃

にブラジルの会社と連絡がとれる時間帯に

なるので、「二つの世界を生きているよう

だ」と話してくれました。 

 

  

さて、お二人は日本食・お寿司が大好き！  

ブラジルでは、お寿司は人気だそうで、

「クリームチーズ+イチゴ巻き」「マンゴー

+カニ+きゅうり巻き」「チーズ+グァバ（南

国のフルーツ）ジャム巻き」という、びっくり！

なブラジル風（？）寿司が人気。また、ブ

ラジルの醤油は薄めなので、上海で初めて

日本の醤油を買った時は、とても驚いたと

か。 

また、お勧めのブラジル料理は、バナナ

の葉に包んで蒸し焼きにするグリル魚。夫

妻のオリジナルレシピは「焼いて砕いたパ

ン、えび、野菜、好みのハーブを炒め、レ

モンと一緒に魚のお腹に詰めて、ホイルに

包んでグリル焼き」。美味しそうですよね

ー。RIFAのイベントで人気だった、ブラジ

ルの豪快な肉の串焼き（チョリソー）を思

い出しました(*^^)v  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より充実した活動を実施するために、活動に賛同し、応援していただける会員を募集しています。  
 

【会員特典】 

当協会イベントや講座参加費の割引 

会報「Koryu」やイベント案内のお届け 

【会費（年間）】 

個人 2,000円  家族 3,000円  法人 10,000円 

 猛暑の夏が終わると、人々の目を楽
しませてくれる色鮮やかな紅葉の季節
が訪れます。暑い夏の後には、短くと
も必ず美しい秋が、人々の心と体を癒
してくれると信じています。 
日本の四季は、人の心を豊かに、そ

して人を逞しくする力を秘めた自然か
らの贈り物。厳しく、便利になり過ぎ
た今だからこそ、改めてそれぞれが四
季を味わい直してみては？  （お） 
 

春夏秋冬 

中国は、苦悩しない空気といいますか、開放感があります！ 

ローカル食堂で過ごしていた時、隣のテーブルの青年が大きな鍋を一人で食べていて、 

“食べカス”を “ローカル流”にテーブルに散らかす、そして、むしゃぶる。汚いけど、生きるこ

とが楽しそうに見える、そんなエネルギーに満ちていて、圧倒されました。 

私が映画監督なら、このシーン、撮っていました。「俺はこれを食うから、明日生きられるん

だ」っていう「パワー！」もしかして私が感じたのは、希望？？ 

中国に住んでいる、いろんな人を取材したい！ 

 

てことで、上海在住ブラジル人夫婦に

直撃インタビューしちゃいました！ 

3面の答え →「×」 2011年 9月時点では、日付変更線の東側（アメリカ寄り）にある。 

2011年 12月 29日に、日付変更線が変更され、西側（日本寄り）になる。 

 


