会員の
会員の集い
日時：2014
2014 年 2 月 9 日（日）

Ritto

日本語スピーチ
スピーチ大会
日本語スピーチ大会

International

Friendship Association

〒520-3088
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滋賀県栗東市安養寺 1-13-33 2014 年新年号
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メ ー ル：mail@rifa.jp
ホームページ：http://www.rifa.jp
Facebook:http://www.facebook.com/RIFA.Ritto
http://www.facebook.com/RIFA.Ritto

日時：2014
2014 年 3 月 16 日（日）

18:30～20:30
12:40～16:30
16:30
場所：AZICA 栗東駅より徒歩
徒歩 3 分
場所：草津市 アミカホール
明けましておめでとうございます
けましておめでとうございます。会員の皆様には、清々しい新年をお
をお迎えのことと

内容：ミシガン州使節団受入ホストフ
ホストフ
内容：外国人による
による日本語スピーチ

心よりお慶び申し上げます。
。
ァミリーのお話＆食事会
食事会
入場料：無料
昨年は、米国ミシガン州バーミングハム
バーミングハム市からの使節団の受け入れや、
、世界と出会う
参加費：3000 円
交流広場の取り組みなど、各般
各般にわたり、会員の皆様はもちろんのこと関係機関
関係機関の協力
締切：1 月 31 日（金）
を得ながら、一定の成果を挙
挙げることができました。
会長

藤﨑

聰

これもひとえに会員皆様の
の各事業に対する格別のご理解のお陰と心より
より厚くお礼申し
あげます
あげます。

一方、世界に眼を展じますと、隣国
隣国の中国や韓国との厳しい関係が当分続きそうで
きそうで、一刻も早

い解決
解決を望まずにはいられません。

栗東ロテリア
栗東ロテリア進捗状況
ロテリア進捗状況

第 3 回世界と
回世界と出会う
出会う玉手箱

世界
世界の人達と心から「こんにちは！おめでとう
おめでとう！」と言える日が一日も早く訪れることを願
願わずにはいら
2013 年 4 月からスタートした
からスタートした“栗東
れません
れません。

日時：2013
2013 年 2 月 15 日（土）
ロテリアプロジェクト もいよいよ大詰め
ロテリアプロジェクト”
10:00～12:00
場所：コミュニティセンター大宝東
大宝東
大会議室
講師：沖浦真弓さん・三越清道
三越清道さん
内容：フィリピンのお話

今年
今年も会員の皆様にとって良き年となりますことを
となりますことを願って、新年のご挨拶とさせていただきます
とさせていただきます。

になってきました 幾度も会議を重ね、市
になってきました。
内各所の写真撮影
写真撮影をしてきました。栗東市

ええやんか！
ええやんか！おうみ多文化交流
おうみ多文化交流フェスティバル
多文化交流フェスティバル

2013 年 9 月 15 日（日）

を外国籍の方をはじめ
をはじめ、日本さらには世界
の方々に知ってもらい
ってもらいたいという大きな

対象：小学生、一般
思いをもってこのゲームの
いをもってこのゲームの製作に取り組
参加費：無料
んできました。3 月には皆さまに完成品を
月
共催：JICA 関西国際センター
センター

今年
今年も台風の接近に伴い、時折激しい雨風に見舞
見舞われましたが、会場の皆さんの思いが通じたのか
じたのか、オープニン
グ時には
には雨も上がり、約 2000 人の来場者で賑わいました
わいました。RIFA は“昔ながらの日本の遊び”ブースと
と、民族衣装を着
た子どもたちの“
どもたちの“子ども撮影スタジオ”を担当しました。
。会場には他にも多文化を満喫できるたくさんのブースや
できるたくさんのブースや屋台、
ステージではダンスやパフォーマンスなどの
ステージではダンスやパフォーマンスなどの披露があり
があり、一日中楽しめるイベントでした！

お披露目させていただきますので
させていただきますので、楽しみ
にお待ちください
ください。

春夏秋冬
【会員特典】
当協会イベントや講座参加費の割引
割引
会報「Koryu」やイベント案内のお届け
け
【年会費】
個人 2,000 円 家族 3,000 円 法人 10,000 円

各種イベント、講座の申込・お問い合わせは
わせは
RIFA 事務局まで（月～金 9：00～17：00
00）
電 話：077554-1123
077-551551-0293 Fax：077077-554
メール：mail@rifa.jp
ホームページ：http://www.rifa.jp

Facebook：http://www.facebook.com/RIFA.
http://www.facebook.com/RIFA.Ritto

新春を迎え皆様も心新
心新たな第一歩を踏み出さ
れたことでしょう。人
人は各々今年こそはと誓い
や目標を立て、達成に
に向け努力を重ねていきま
す。
私たちの国際交流も
も種々の活動を展開し、存
在をアピールして来ましたが
ましたが、会員増加には繋
がっていません。
栗東市政が我々の組織
組織に何を期待しているの
か、また、市民の求めるニーズはどこにあるの
めるニーズはどこにあるの
か的確に把握し、日常
日常の市民生活の中に「ドッ
シリ」と根を生やせるよう
やせるよう全員で考えを議論し、
行動を起こそうではありませんか
こそうではありませんか。
（K.K）

RIFA ブース“昔ながらの日本の遊び”折
折り紙（鶴、手裏剣など）や輪投げで遊びました
びました！

子
子ども撮影スタジオ
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ブラジルの武道カポエイラ
カポエイラ

きらびやかなタイの衣装

大盛り上がりのステージ
がりのステージ
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姉妹都市使節団受入

2013 年 10 月 18 日（金）～23
）～23 日（水）

10 月 18 日(金）～23 日（水）までの 5 泊 6 日間、栗東市の姉妹都市アメリカミシガン州
州バーミングハム市から、使節
団員のクリスチャン・ワ―スさんが来市されました
されました。クリスチャンさんは、バーミングハム市
市のシティーマネージャー補
佐として働いておられ、栗東市の行政機関
行政機関や、市内施設に大変興味を持たれていました
たれていました。また、「栗東市で以前バー
ミングハム市に行かれた方や、新たにたくさんの
たにたくさんの方に会うことが大変楽しみです」とお話
話されており、“出会い”を楽し
んでおられました。

2013 年 11 月 8 日に発生した猛烈な台風 30 号の影響
影響で、フィリピンは甚大な被害を受けました。
それを受け、栗東草津近隣の有志で「フィリピン支援チームびわこ
それを
チームびわこ」が結成されました。そのチームを、
、
RIFA は活動支援しています。
「フィリピン
フィリピン支援チームびわこ」の代表者、沖浦真弓さんは
さんは青年海外協力隊村落開発員として 2 年間フ
フ
ィリピンで
ィリピンで活動されていました。フィリピンに派遣されてから
されてから 5 ヶ月後、日本では東日本大震災が発生し、
、
任地先
任地先のフィリピンの方々は自分の家族の事のように
のように心配してくれたそうです。今度は私が支える番！
！
そんな
そんな思いを後押ししてくれる有志メンバーと共に、今回
今回チームが発足しました。
～「フィリピン
チームびわこ」に込められた思
～「フィリピン支援
フィリピン支援チームびわこ
支援チームびわこ」
められた思いとは～
いとは～
今回
今回の台風
30 号の原因に、地球温暖化の影響もあるとしたら
もあるとしたら、私たちの果たす役割も大きいのではないでし
きいのではないでしょうか。
「びわこ
びわこ」を中心に自然環境を守ってきた私たちだからこそ
たちだからこそ、発信できるメッセージも大きいと考えます。先祖代
先祖代々受け継が
れてきた
れてきた「びわこ」の恵みをこれからの世代にもきれいな
にもきれいな状態で引き継いでいく使命があると同様に、一人
一人の地球人として
フィリピンにある
フィリピンにある豊かな大自然も守っていきたいと思います
います。
現在、募金活動を中心に支援が行われています
われています。
「顔の見える支援」ができるよう、信頼のおける
のおける NGO 等へ全額
寄付されます。（必要な実費等を除く）

初日に市長表敬訪問をされ、野村市長
野村市長と固く握手を交わされ
お話が弾みました。その後庁舎内
後庁舎内を見学され、バーミングハム
市の行政機関との違いなどのお話
話をしてくださいました。
第一弾支援は、フィリピンの子どもたちにクリスマスプレゼン
第一弾支援
どもたちにクリスマスプレゼン
トを贈
贈ろうという事で、草津市にある㈱近商物産から提供い
い
ただいた 250 セットのクリスマスブーツ＆プレゼント（現地調
現地調
達）に加
加え、彦根東高校から寄付していただいた衣類が贈
贈ら
れました
れました。

チームびわこオリジナルポストカードの販売
販売や、缶バッジ作
り体験、フィリピン関連のパネル展示が行
行われました。

12 月 8 日（日）10:30～
10:30～16:00
栗東芸術文化会館さきらシンボル
さきらシンボル広場にて

12 月 14 日（土）11:00～
11:00～16:00
草津市障害者活動支援センターにて
センターにて
今回のクリスマスブーツ・プロジェクトは
のクリスマスブーツ・プロジェクトは、台風 30 号被災者へ
号被災者
の支援
支援を行うＮＧＯ団体で、セブ在住の医療関係者（医師
医師、
緊急医療支援
緊急医療支援スペシャリスト）５名を中心とした「ビサヤ・レス
ビサヤ・レス
ポンス・チーム
ポンス・チーム：Visayas
Response Team（ＶＲＴ）」に一任
一任さ

初日には、RIFA 主催の歓迎会を開催し
し、RIFA 会員との交流を楽しまれていました。他にも
にも、エコキャンドル作り、和菓子
作り、流しそうめん体験や市内施設（旧和中散
旧和中散本舗、中消防署、歴史民俗博物館）見学など
など大変ハードスケジュールにな
りましたが、終始笑顔で滞在を楽しまれていたことが
しまれていたことが印象深いです。

れ、被災地
被災地のレイテ島でクリスマスプレゼントが子どもたちの
どもたちの
手元に
に渡りました。

チームびわこ公式キャラクタ―
チームびわこ
タイガークサツくんだよ！
タイガークサツくんだよ

【フィリピン支援チームびわこ 問合せ先】
HP：http://pinoy2013.org
HP
http://pinoy2013.org Facebook：https://www.facebook.com/pinoy2013.org
https://www.facebook.com/pinoy2013.org
E--mail：mail@pinoy2013.org
mail@pinoy2013.org
募金受付用口座 ゆうちょ銀行
募金受付用口座：ゆうちょ
ゆうちょ銀行 四六八（
四六八（よんろくはち）
よんろくはち）支店 普通 0131368
滋賀銀行 草津市役所出張所 普通 126579
共に名義は
名義は「フィリピンシエンチームビワコ」
フィリピンシエンチームビワコ」
来年度は、栗東市からバーミングハム
バーミングハム市へ訪れる年です。皆さんも使節団員として訪問
訪問されてみませんか？大変貴重
な経験になるはずです。

¥17,916
（2014 年 1 月 10 日現在）

ご協力いただいた皆様 ありが
とうございました。
引き続きご支援よろしくお
よろしくお願い
します。
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姉妹都市使節団受入ホストファミリー
姉妹都市使節団受入
ホストファミリー体験談
ホストファミリー体験談

「再会」
再会」
小松原 賢治

2012 年にミシガン州友好親善使節団
州友好親善使節団でバーミングハム市にホームステイした。その時
時にお世話になったバーミン
グハム市職員のクリスチャンさんが、今年
今年、栗東に来ると聞いてホストファミリーを引き受
受けた。
最初にビックリしたことは、彼がベジタリアンであると
がベジタリアンであると聞いたときだった。ハンバーガー、
、ペパロニのピザ、ステーキ
とアメリカの食生活を考えていた矢先、滞在中
滞在中の食事をどうしよう。日本食で鰹だしも駄目
駄目だという。幸い、卵、チー
ズなどの乳製品は大丈夫という。彼の滞在中
滞在中は食事の食材に気を遣わないと…
滞在期間の内、2 日間は仕事の関係で
で、昼間は彼と一緒に行動できない。滞在中の過
過ごし方を栗東市、栗東国際
交流協会に相談した結果、多くの協力者
協力者を得た滞在スケジュールが決まった。さらに仕事
仕事で休めない日が発生し、
楽しみにしていたサントリー山崎蒸留所
山崎蒸留所を代理で対応してもらうことになり、多くの関係者
関係者、協力者に感謝。
ミシガン州友好親善使節団の副団長として
として来日した彼に、ピアザびわ湖での対面式で１
で１年ぶりに再会した。外観
はスキンヘッドで、誠実な彼を確認するのに
するのに時間はかからなかった。その後、彼と共にケサディーヤ
にケサディーヤ(チーズをトルテ
ィーヤで巻いたもの)で昼食を取り、栗東市役所
栗東市役所に移動し、市長表敬訪問、庁舎内の見学
見学とスケジュール通りの時間
が過ぎていく。
初日夜の森遊館での歓迎会。歓迎の準備
準備が整うまで、栗東の夜景を観音寺地区から
から撮影するなど、時間調整を
して森遊館に到着。参加者に拍手で迎えられ
えられ、よし笛などのアトラクションを楽しむ。アトラクションは
アトラクションは通訳さんが彼
に説明してくれる。心温まる歓迎会後は
は自宅でゆっくり。
二日目はサントリー山崎工場に工場見学
工場見学に行かれ、クリスチャンさんをはじめ同行者の
の皆さんに夕方に出会うと、
顔は真っ赤。なんと 70°の原酒を飲み楽
楽しんできたとのこと。なんと羨ましい。
三日目は琵琶湖でヨット体験を考えていたが
えていたが、天候が悪いのと、当方が風邪を引いたのかのどが
いたのかのどが痛い。ハーバー
で仲間と会話後に、 小雨の比叡山をドライブに
をドライブに変更。根本中堂、釈迦堂など散策した。
。森林の中を散策すること
で、フレッシュエアーと喜んでくれた。比叡
比叡山より琵琶湖を見渡すことは出来なかったが、
、小雨の中を散策するのは
風情があり、森林効果は抜群だった。バーミングハム
バーミングハム市は木が多く、自然と調和した環境
環境をふと思い出した。夜はト
マト鍋と日本酒を楽しむ。
四日目、日本の朝はバーミングハム市
市の夕方。FaceTime で彼の奥さんと愛娘ケネディーちゃんと
ケネディーちゃんと挨拶。なんて便
利な世の中なんだ。その後、和菓子作り
り、エコキャンドル作りと、皆さんとの交流を楽しまれた
しまれた。夕方は回転寿司を
初体験。玉子、カッパ、とベジタリアンチョイス
とベジタリアンチョイス。参加したメンバーはそれぞれクリスチャンさんと
したメンバーはそれぞれクリスチャンさんと体当たりの英会話を
楽しむ。言葉が出てこないときには、やっぱりジェスチ
やっぱりジェスチャー！ 夜戻ると昼の豪華ランチを
ランチを撮影した画像を iPhone で
見せてくれた。これがベジタリアン向けの
けの料理？と思うくらいの豪華さである。羨ましい
五日目は流しそうめん、旧和中散本舗
本舗見学、中消防署見学。夕方はお好み焼きで、野菜焼
野菜焼きを食す。選び方でベ
ジタリアン向けのメニューが多いことに驚
驚きつつ、参加したメンバーと楽しむ。自宅に戻り
り、当方ののどが回復してい
ないため、蜂蜜をなめるとよいと、お土産
土産にもらってきた蜂蜜を提供してくれた。彼の優しさに
しさに感謝し蜂蜜を舐め、の
どをいたわる。六日目は最終日。近所の
の大宝神社を散策し、市役所で送別会、県主催の
の送別会と、別れの時間が
近づく。
栗東市、栗東国際交流協会、その他、多
多くの関係者の協力を得て、 日本の食生活を少
少しでも理解していただけた
ら良いなと、皆で工夫して過ごした 6 日間だった。
日間
時が過ぎるのが早かったが、良い思
思い出になった。 姉妹都市交
流が今年で 37 年。来年は 38 年で、ミシガン
ミシガン州に訪問する年になる。今後も継続して姉妹都市交流
姉妹都市交流が発展すること
を希望して、報告を終わりとする。
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世界と
世界と出会う
出会う交流広場 in 滋賀がいいもん
滋賀がいいもん市
がいいもん市 2013 年 11 月 10 日（日）

栗東芸術文化会館さきらシンボル広場
広場で開催のこのイベントも今年で 6 年目を迎えての
ての恒例行事になりました。昨年
に続き今年も雨天でしたが、そのような天候
天候にも関わらず、たくさんの方に来場いただきました
いただきました。
今年のステージは、世界の歌、餅つき((体験型）、ベリーダンス、インド舞踊、民族衣装ファッションショー
ファッションショー、マジックショ
ーと盛りだくさんの内容で、ステージを盛り
り上げていただきました。
世界の味の屋台では、ブラジル料理、台湾
台湾ラーメン、トルコのケバブ、メキシコのタコス、
、唐揚げなどなど、大盛況でし
た。RIFA では恒例の薪窯ピザの販売をしました
をしました。行列もできるほどの人気ぶりで、スタッフは
スタッフは大忙しでしたが、嬉しい限
りです！

べリーダンス
「なるどクワイア」による
ハーモニー

インド舞踊

マジックショー

民族衣装ファッションショー

ブラジル料理

ケバブ

台湾ラーメン

世界と出会う玉手箱
～アフリカのしおり作り～

RIFA 特製薪窯ピザ
特製薪窯
タコス

餅つき
つき

唐揚げ

日本語教室 NEW メンバー紹介
メンバー紹介
インドネシア出身
出身のバエヌ
インドネシア出身のバ
のバエヌル
エヌル シディックさんにインタビュー
Q1 日本、
日本、栗東の
栗東の印象はどうですか
印象はどうですか？
はどうですか？
2013 年の 6 月、私は実習生として日本
日本に来ました。日本に来る前、日本といえば東京でした
でした。最初の１ヶ月は大阪に
住んでいました。東京みたいだと思いました
いました。いつでもどこでも、便利な設備があって、不思議
不思議なこともありませんでし
た。しかし、栗東は大阪と比べると不便で
で、観光地も少ないし、田舎っぽい感じがあります。
。半年程栗東に住んでみて、
だんだん慣れてきました。なによりも、栗東
栗東は僕の過ごしている町ですから、楽しみにしています
しみにしています。静かな街なので、生
きている感じが強いです。
Q2 文化の
文化の違いで驚
いで驚いたことはありますか？
いたことはありますか？
日本についての知識はまだまだ足りませんが
りませんが、その中で大変驚いたのは日本人の若者
若者の考え方です。日本人は世
代によって家族についての考え方が全く
く違います。年配の人にとって家族といえば、いつも
いつも一緒に過ごしたい存在です
が、若者にとっての家族は重要ではないようです
ではないようです。彼らは、家族より友達や恋人と過ごしたいと
ごしたいと考えるようです。インドネ
シア人にとって家族は、大切で安穏なものだと
なものだと考えます。社会がどんなに変わっても、その
その考え方は変わりません。
日本に住んでいると、インドネシアと日本
日本の両国の違いがだんだんわかってきます。今、
、異文化を深く感じています。
Q3 今後の
今後の目標は
目標は何ですか？
ですか？
将来は通訳者や日本語の先生になりたいです
になりたいです。日本にいるうちに何でも挑戦して、いろいろな
いろいろな経験をしてみたいで
す。来年の目標は N2 レベルの日本語検定
日本語検定に合格したいと思います。たくさん勉強して、合格
合格したいです。皆様の応援が
必要です。よろしくお願いします！
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