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姉妹都市友好親善使節団員が栗東市へ！ 
滋賀県主催の「米国ミシガン州友好親善使節団受

入」において、本年度は栗東市と姉妹都市提携を結

んでいるバーミングハム市から「Cynthia Neal（シン

シア・ニール）さん」が来訪され、2011 年 11 月 11

日（金）～16 日（水）の間、栗東市でホームステイ

されました。 

 

栗東国際交流協会は、栗東市より姉妹都市交流に

おいて事業委託を受けており、市と協力して表敬訪

問・歓迎会・ホームステイ・ホームビジット・大宝

東小学校訪問などを企画しました。 

 

歓迎会や記念品では「地元の魅力」を伝えるため、滋賀県や栗東市に縁のあるもの、また、

RIFA 会員手作りの品や会員による出し物と、最後の最後までこだわったことで、味わい深い、

RIFA ならではの歓迎の気持ちをお伝えできたのではないかと思います。 

ご協力いただいたみなさん、本当にありがとうございました。 
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りっとう多文化交流フェスタ 2011を開催 
2011 年 11 月 26 日（土）に、コミュニティセンター

治田東で「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！～」を開催しました。     

RIFA 会員が製作した「防災かまどベンチ」のお披露

目も当日行われ、テレビ番組や新聞でも取り上げていた

だきました。 

国際色豊かなステージやブース・屋台など、実行委員

会を中心とする RIFA 会員一人ひとりが考える「多文化

共生」の形を、いっぱい詰め込んだ 3 時間でした。また、

多くの関係団体の方々のご協力に、心よりお礼申し上げ

ます。 
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▲大宝東小学校で「あやとり」を教わりました 

栗東市のみなさんは、本当に寛大

な方ばかりでした。たくさんの方に

お会いでき、みなさんから親切を受

け、心より感謝しています。 

ありがとうございました。 ▲いつも笑顔で 

元気いっぱいの 

シンシアさん 

▲防災かまどベンチお披露目の様子 

いろいろな場所で、たくさ

んの方々の優しさや温かさを

シンシアさんに感じていただ

くことができたようで、私も

大変うれしいです。 

ホストファミリー 奥村信子さん 
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ええやんか！ 

おうみ多文化交流フェスティバル 
 9月 25日（日） 

県最大規模の国際

交流イベントで、海

外アニメ放映や鉄道

プラレールなどを用

意して、子どもたち

と楽しい時間を過ごしました。 

 

第 38回 異文化交流サロン 

世界と出会う交流広場 in滋賀がいいもん市 
11月 13日（日） 

今年度初の試み「民族衣装ファッションシ

ョー」は、華やかな衣装のオンパレード！ま

た、多彩なステージと屋台で賑わいました。 

 

 

 

 

 

 

 

日本語教室 

年賀状書き＆クリスマス会 

  12月 10日（土） 
午前中は「年賀状書き」、午後

は栗東自然観察の森の「JVR（ジ

ュニア・ボランティア・レンジ

ャー）養成講座」のみなさんと

「クリスマス会」。笑顔あふれる一日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 37回 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♪ 

  10月 23日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

ベストショットの一枚！6 カ国（中国・アメリ

カ・ペルー・ブラジル・韓国・日本）につながりのあ

る方が、天狗岩（一枚岩）に登りました。 

 

世界と出会う玉手箱～5 回連続講座～ 

元青年海外協力隊員による親子向けワークショップ 

【第 3回】10月 1日（土） 

日本で作れる 

おいしい 

メキシコ料理 

JICA 研修員の方

（メキシコ人 5 名）と

タコス作り！簡単

＆おいしい 4品が完成！ 

【第4回】 12月4日（日） 

自動車整備の魅力 

～スリランカ編～ 

親子で夢中になった牛乳

パックで工作タイム！アイ

デアあふれる個性的な車が

できあがりました。 

 

英会話講座クリスマス企画 

アイリッシュ・パブへ GO！ 

12月 23日（金） 

 京都のアイリッシュ・パブへ

英会話講座の皆さんが行き、

David先生のふるさと、イギリスの雰囲気を

味わいました。 

  

ホームページや Facebook に、多くの写真を掲載しています。ぜひ、ご覧ください。 

また、Facebook をご利用の方は、RIFAの「いいね！」ボタンを押して、応援をお願いします！ 

Facebook を立ち上げました！広がれ！RIFA の輪！ 

ミシガン州使節団員の Cynthia Neal さんも、 

つながっています！ 

http://www.facebook.com/RIFA.Ritto 
（「栗東国際交流協会」ホームページからも入れます。） 



 

 

 

栗東国際交流協会（RIFA）は、会員をはじめ多くの方々のご協力で、 

『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。 

食べ物やステージで楽しんだ秋に続いて、冬は、学びの時間もあります！ 

 

災害時外国人サポーター 

養成講座      （滋賀県主催） 

【日 時】 

1日目）1 月21 日（土）13:30～16:30 

2日目）2 月18 日（土）11:00～16:30 

 

【場 所】JR栗東駅前ウイングプラザ 4階 

     研修室（栗東市綣 2-4-5） 

【内 容】 

1日目）災害時のボランティアの役割 

2日目）多言語支援センター体験 

    ※2 日目は右欄の 

「外国人向け防災セミナー」と同時開催 

【定 員】30名 

【対 象】原則として 2日とも参加でき、 

外国人支援に興味のある方 

（語学力は問いません） 

【参加費】無料 

 

 外国人向け防災セミナー 

【日 時】2 月18 日（土）12:30～15:30 

【場 所】JR栗東駅前ウイングプラザ 4階 

     研修室（栗東市綣 2-4-5） 

【内 容】栗東市避難場所確認 

     避難所・非常食体験 

       ※近隣国際（交流）協会の協力予定 

【定 員】15名 

【対 象】外国籍住民 

【参加費】無料 

 

※通訳者の依頼の関係上、 

事前に予約をしていただけると助かります。 

世界と出会う玉手箱 

第 5回 知ってほしい南米の日系社会 

ボリビア・ブラジル 

【日時】2 月12 日（日）10:00～12:00 

【場所】コミュニティセンター大宝東 

【内容】①日系社会のお話 

②ブラジルのチョコレートで、バレ 

ンタインデーのプレゼント作り 

【定員】20名程度 

 RIFA会員の集い  

RIFA 会員が気楽に集まる機会を作りたい

と、文化交流委員会が企画中！ 

今年度は、「栗東市内で外国籍の方が経

営されているレストラン」に行くことに

しました。詳細は決まり次第ご案内します。 

 

【日時】3 月10 日（土）夕方 
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やってみよう！ 

◆国際理解○×クイズ◆ 
次の文字は「シンハラ語」で 

「スリランカ」と書いている。 

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 

http://www.rifa.jp 
http://www.facebook.com/RIFA.Ritto 

 

答えは 4面→ 

カレンダーチェック！ 

どこに逃げるといいの？

非常食ってどんなもの？ 

この機会に学ぼう！ 

多文化共生事業（緊急

雇用）の一環として、現

在、5 カ国語版による防

災ガイドブック・防災マ

ップを製作中です。 



― 末永い友好親善を祈って ー 

今年度は、姉妹都市の米国ミシガン州友好親善使節団員（本紙 1面）の受け入れを

行いましたが、栗東市は中国湖南省衡陽市とも友好都市関係を結んでいます。 

RIFA 総務広報副委員長の小林さんの縁で、この度、中華人民共和国駐日本国

大使館の張向東さんより、栗東市・RIFAに向けて応援メッセージをいただきました。 

私は 2009 年から初めての日本勤務で現

職を務めています。私の所属する友好交流

部は中日民間友好交流のことを主な仕事と

しています。中日間の民間交流活動への協

力、日本の友好団体と個人や自治体などと

の交流から日本の学生の大使館見学などま

で、幅広い友好交流活動を行っています。

これまでの 3 年近くの経験を振り返ってみ

て痛感させられたのが、中日民間友好交流

の重要性であります。 

 中国と日本は悠久な交流史を持つ一衣帯

水の引越しできない隣国です。激変しつつ

ある世界情勢の中で、中日戦略的互恵関係

を真に構築し推進することは、両国の共通

利益と将来に関わる重要なことであると思

います。その中で、中日民間友好交流は不

可欠なものです。特に、地方レベルの中日

友好交流が中日友好関係を支える大きな柱

であると思います。 

 

  2000 年の夏、私が初めて栗東を訪れた日

のことはいまだにはっきりと覚えていま

す。当時の猪飼峯隆町長をはじめ、栗東の

皆様の優しさや中国に対する深い認識と友

好的な態度がとても印象的でした。 

2012 年は中日国交正常化 40 周年です。

新たな歴史の出発点に立って、私は引き続

き責任感を持って中日民間友好交流事業に

尽力します。栗東国際交流協会もぜひこれ

を機に、中国との友好交流を更に推進され

ますことを願っています。 

 結びに、栗東国際交流協会のますますの

御発展と、皆様の御健康と御多幸を心より

祈ります。また栗東市を訪問できる日を楽

しみにしています。 

 

中華人民共和国駐日本国大使館 

     友好交流部一等書記官 張向東 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。  

【法人会員ご紹介(順不同)】 ～ありがとうございます。～ 

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

【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 

日本漢字能力検定協会による一年の世相
を表す「今年の漢字」に、2011 年は「絆」
が選ばれました。東日本大震災や大雨被害、
ニュージーランド地震やタイ洪水など大規
模な災害の経験から家族や仲間、地域のつ
ながりの大切さを改めて知らされました。 
多文化共生社会を目指す私たち RIFAの活

動は、まさに「絆」を深めるための活動で
はないでしょうか。私たちの活動が一人で
も多くの方に賛同いただけるよう、RIFA の
輪を広げていきましょう。（Ｋ．Ｍ） 

春夏秋冬 


