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平成 22 年 5 月 8 日（土）13：30～15：30 

栗東市立中央公民館 第 2・第 3 会議室 

 

平成 22 年度栗東国際交流協会総会は、中村

洋三栗東市副市長、太田利貞栗東市議会議長の

ご出席を賜り、開催され、すべての議案が無事

に承認されました。 

栗東国際交流協会では今年度、「多文化共生の

まちづくり推進事業」を栗東市より受託しまし

た。新たに、事務局員を一名迎え、国際交流に

加えて、誰もが住みよいまちを目指す、多文化

共生社会のまちづくりへの取り組みを行ってい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際理解講座 タイ時間 

5 月 8 日（土） 

栗東市立中央公民館 

（総会終了後に開催） 

           

昨年度実施し、好評だった国際理解講座「ゆ

ったり のんびりﾞタ”時間」の舩岡プラニさ

んに、再び来ていただきました。 

 プラニさんはタの暴動について触れ、「タ

に怖い印象を持っていますか？でも、タ人は、

優しい人が多いんですよ」と説明。 

丸い形がかわいらしいタ文字の紹介の後は、

みんなでストレッチ。プラニさんの優しく、温

かい指導で、ほっこり、心と体をほぐしました。 

●おまけ● タイの数字 

 

 

               

 

出前講座 AＬT の仕事 
  

5 月 12 日（水） 

栗東市商工会 

栗東ロータリークラブ 

 

ＡＬＴ（Assistant Language Teacher：外

国語指導助手）として、栗東市の小中学校で働

いている米国ミシガン州出身のジェシー・シュ

ラウド（Jesse Schlaud）さんが、「生徒が楽し

く英語を学ぶための工夫」を紹介。実際に授業

で行っているゲームを参加者で体験して、盛り

上がりました。

【多文化共生のまちづくり推進事業】

① 生活ガイドブックの作成（5 言語） 

   栗東市に住む外国籍の方にとって 

   必要な情報をまとめたガイド 

② 日本の文化・制度についての学習支援 

   １）日本の制度勉強会、健康相談会   

２）日本語能力試験対策講座 

③ 多文化共生をテーマにしたイベント 

   実行委員会を設置し、実施予定 
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気軽に楽しく！ 

英会話講座【全 15 回】 

と き：6 月10 日～10 月28 日（木） 

    ＊木曜日（月 3回ペース） 
 

クラス 時 間 

初級（簡単挨拶） 17：30～18：30 

中級（日常会話） 18：40～19：40 

上級（自由会話） 19：50～20：50 
  

場 所：コミュニティセンター大宝東 

     （JR栗東駅前ウィングプラザ 3階） 

特 徴：英語のみによる授業！ 

講 師：David Smedley 先生 

目 的：地域の外国籍の方を講師に、語学を学

ぶことを通じて、異文化理解を図る 

定 員：15名（最少開講人数 7名）／クラス 

受講料：13,000 円（一般） 

10,000 円（会員） 

    ＊教材費込、初回現金一括支払い 

申込期間：6月 1日（火）～8日（火） 

 

**-----**-----**-----*~ 
行ってみよう！ 
第 18 回 

滋賀県ミシガン州友好親善使節団  

派遣期間：9 月10 日（金）～17 日（金） 

    8日間（うちホームステイは 4泊 5日） 

派遣先：米国ミシガン州 

定 員：40名（応募者多数の場合は抽選） 

応募資格：4月 1日現在、満 18 歳（高校生を除く）

以上の県内在住者で、健康で団体行動に

協調でき、ホームステイが一人でも可能

な方（70歳以上の応募者は派遣に耐えら

れる旨の医師の診断書の提出が必要） 

参加費：186,000 円 

※燃料サーチャージの変動により、増減有 

申込締切日：6月 11日（金）必着 

＊滋賀県国際協会のホームページから申込書

をダウンロードし、栗東市役所協働まちづく

り課へ提出（申込書は栗東市役所にも設置し

ています） 

平成 22 年度 RIFA の主な活動 

イベントの企画・運営に興味のある方 

【文化交流委員会】 

  栗東市内・近隣に住む人々がふれあい、 

楽しめる事業を考え、実施します。 

＊当日ボランテゖゕも大歓迎！ 

   6 月）Japanese Cooking お弁当講座 

   7 月）会員の集い ボウリング大会 

   8 月）りっとう市民夏まつり出店（予定） 

   9 月）異文化交流サロン 

  11 月）世界と出会う交流広場 

in 滋賀がいいもん市 

     

他、講座やイベント 

  ・国際理解講座 

・世界と出会う玉手箱 

  ・語学講座（英会話・中国語・韓国語） 

  ・中国語・韓国語サロン 

  ・日本語教室 

  ・在住外国人生活相談窓口（ポルトガル語通訳） 

  ・姉妹都市・友好都市交流 

  ・多文化共生のまちづくり推進事業 

 

会報＆ホームページ作成に興味のある方     

【総務広報委員会】 

  各種イベント・講座などに参加して 

  記事作成や写真撮影を行います。 

 

   

 

会報紙 Koryu を 

リニューアルしました！ 

RIFA 法人会員（50 音順） 

●（株）京阪津ツーリスト 

●（株）スマイ印刷工業 

●（株）宝文堂 

●栗東総合産業（株） 



楽しく学べる！ 

世界と出会う玉手箱 

～ 第 1 回 ケニアの人々と環境 ～ 

と き：6 月13 日（日） 

時 間：10：00～12：00 

場 所：栗東市立中央公民館（栗東市役所前） 

対 象：小学生、一般（ご家族でどうぞ♪） 

内 容：ケニアの人々の暮らしや、環境の変化

について学びます。液体窒素を使って、

マイナス 200℃の世界を体験！！ 

講 師：魚谷 未夏さん（JICA国際協力推進員） 

目 的：親子で海外について話すきっかけ作り 

定 員：25名（申込先着順） 

参加費：無料 

＊「世界と出会う玉手箱」は、JICA 大阪国際セ

ンターが滋賀県内で実施している親子向け開

発教育ワークショップ。今年度は、栗東国際

交流協会との共催で、栗東市内で年 4 回開催

予定。 
 
 
 

**-----**-----**-----*~ 

外国籍住民向け 

Japanese Cooking     
～ お弁当講座 ～ 

    【文化交流委員会主催】 

と き：6 月20 日（日） 

時 間：10：00～14：30 

場 所：コミュニティセンター大宝東 

    （JR栗東駅前ウィングプラザ 3階） 

内 容：簡単＆定番材料で、お弁当作り 

講 師：堀池 優子さん 

目 的：日本のお弁当に慣れず、とまどってい

る方のためのサポート講座 

定 員：15名（申込先着順） 

参加費：300 円（当日持参、小学生以下無料） 

 

 

みんな集まれ！ 

ＲＩＦＡ会員の集い     
～ ボウリング大会 ～ 

           【文化交流委員会主催】 

と き：7 月10 日（土） 

時 間：10：00～12：30 

場 所：栗東ボウリング★ジム 

    （JR栗東駅前ウィングプラザ 4階） 

内 容：ボウリング（2ゲーム）と表彰式 

目 的：会員の親睦を深める 

参加費：1,500円（当日持参） 

    ＊1,200円（靴持参の方） 

    ＊1,000円（高校生以下・外国籍住民） 

  多くの方の参加をお待ちしています！ 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

各種ベント、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 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

その他の予定（7～9 月） 

詳細は、後日決定します。 

広報りっとうや RIFA ホームページ、または、

市役所・中央公民館・コミュニティセンターに

設置しているチラシをご確認ください。 

 

●子ども手当説明会＆健康相談会 

●りっとう市民夏まつり出店（予定） 

●第 2回 世界と出会う玉手箱 

●第 35回 異文化交流サロン 

 

 

 

 

 

 

 

やってみよう！ 

◆国際理解○×クイズ◆ 

世界一広い湖のカスピ海の面積は、 

琵琶湖の約 230 倍である。 

答えは 4 面→ 

 

お近くの外国籍の方へ 

ご案内をお願いします！ 



カナダで多文化共生社会を体験。経験を活かしたいー。 

 

 

英語の勉強のために行ったはずのバンクーバ

ーでの１年は、まさに多文化共生なくしては語

れない１年となりました。カナダは移民国家の

ため、世界各国の人が住む国である、という予

習はしていったはずでしたが・・・ 

 

①空港に着いて日本人がいた！と思って話し

かけたら韓国人の女の子で、まったく英語の話

せなかった私はパニックになり、中学英語を駆

使してﾞ Do you like kimuchi?”と意味の分から

ない質問をして困らせ・・・②ゕルバトで働

いたハンバーガーショップではフィリピン人

のマネージャーに、映画「ラストサムラ」に

出てくる女優の小雪のフゔンなんだと熱く語っ

てもらい・・・③もう１つのゕルバト先に来

る、たくさんのインド人の常連さんも、いつし

か顔を見れば、ベジタリゕンの方からチキンは

OK な方まで細かい注文も分かるようにな

り・・・④ルームメトのカナダ人の女の子に

シュークリームの作り方を教えてあげたら、こ

んな可愛いお菓子は見たことがないと感動して

くれ・・・⑤帰国直前に痩せようと思って通っ

たジャマイカ人の経営するジムでは、あまり

のハードトレーニングに筋肉がついて、結局体

重が増えてしまい・・・。 

 

 

 

時には文化の違いから戸惑ったり、怒らせて

しまったり・・・。でも、結局は人間同士、何

度も会って、思っていることを話しているうち

に、お互いが理解しあうようになり、気づけば

出会ったときより何倍も好きになっているので

す。特にガールズトークなんかしていると、通

じ合うものがたくさんあって、『世界はつながっ

ているー』。なんて深い言葉だと感動してしまい

ました。 

 

この５月から RIFA 事務局でお世話になるこ

とになりました。みなさんの国際交流の熱心な

活動にじかに触れ、驚きと感動を覚えてばかり

います。多文化共生のまちづくりに携わること

ができ、大変嬉しく思っています。少しでも、

みなさんのお役に立てるようにしたいと思いま

すので今後ともよろしくお願いします。 

 

 

  日本   韓国  フィリピン  インド 

 

 

 カナダ ジャマイカ 

 

 

 生活ガイドブックを制作中の岡田誓子さん▲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 また、委員会・ボランティア活動に興味をお持ちの方は、お気軽に事務局までお問い合わせください。 

【編集後記】 

今年度、会報紙 Koryu をリニューアルしま

した。お知らせや講座報告がメインの紙面を

年 4 回、インタビューや投稿記事など写真を

多く取り入れた内容を年２回発行する予定

です。中身の充実を図り、楽しく、また、学

べる会報紙を目指していきます。（総務広報） 

【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 

ー5 月から新しく事務局員として迎えた岡田誓子さんのカナダでの体験記をお届けしますー 

 3面の答え→×（約560倍） 

 


