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七夕の会 ７月13日（日）
　今年の七夕の会は、明海大学のご協力で会場をご提供いただきました。
　当協会団体会員の浦安太鼓潮桴連に出演をお願いし、例年着付けや盆踊り指導をお願いしている婦人
の会のご協力を賜り開催することができました。
　今年は明海大学留学生をはじめ、県立浦安南高、和陽日本語学院の留学生、UIFA日本語学習者がご案
内に応じて参集下さいました。
　日本の文化に触れ、多くの人と日本語での会話をする良い経験になったようで、UIFAを起点に交流の
輪が広がりました。



　今年7月13日、私はUIFA主催の七夕まつりに参加しました。本当に面白か
ったです。
　私とチャンさんと一緒に浴衣も着るし、七夕の短冊も書くし、和太鼓の表演
も見るし、それに盆踊りも踊りました。日本の文化の体験を楽しみました。チャ
ンさんと一緒に写真を撮りました。この写真は私の重要な思い出になりまし
た。　(呉 穎昀　別科日本語研修課程 台湾・台南市)

　七夕を感じたのは、浴衣を着たらものすごく暑くてびっくりしました。でも、浴衣
を着て、音楽を聴きながら、盆踊りを踊ったり、映像を見ながら日本の文化を感じ
て楽しかったんです。また、お菓子もおいしかったし、折り紙をして、お願いをするこ
とも不思議だったんです。また、機会があれば、他のおまつりも経験したいんです。
珍しい経験をしてよかったんです。 (鄭 琦憲　別科日本語研修課程 韓国・議政府市)

　初めまして、明海大の日本語学科2年のグエン　トウイ　リンと申します。七夕
の祭りに参加したのは初めてです。すごく素晴らしいお祭りだと思っています。
浴衣や下駄が準備されていて、本当に感動しました。婦人の会の皆さんから浴
衣を着せて戴きます。さらに、綺麗なヘアスタイルにして貰いました。参加した
私達は浴衣を着て、だれでも綺麗な、可愛い人に見えました。私の友達はヘ

アスタイルが崩れてしまいましたが、婦人の会の方が最初からやり直
してくださいました。すごく綺麗になりました。本当に婦人の会の皆さ
んに有難うという気持ちを持っています。
　この日、日本文化を勉強できました。和太鼓の音楽を聞きました。盆踊りは最初恥
ずかしいのに、最後まで喜びの気持ちを持って踊りました。今回のお祭りのおかげで
日本の踊りを知ることができました。今度七夕まつりに参加するときはうまく踊れる
と思っています。
　また、七夕の言い伝えについて映像で見ました。日本の七夕の文化が分かるだ
けではなく、日本人と交流して、新しい言葉や文化を教えてもらいました。美味しい
お菓子も戴きました。
本当に楽しかったです。明海大学とUIFAのおかげで様々なことを勉強できました。

皆にありがとうを言いたいと思っています。今度、七夕まつりを行う時も、是非参加した
いと思っています。(NGUYEN THUY LINH 　外国語学部日本語学科2年次ベトナム・ハノイ市)

　私が初めて七夕の会に参加して、ちょうど７年目
になります。最初は参加者の皆さんとの交流に少し
戸惑う事もありましたが、明るい皆さんにパワーをもらい、
共に盆ダンスを踊り、楽しいトークに花を咲かせ、有意義な

時間を頂き国際交流協会の皆さんには感謝、感謝の気持ちでいっぱいです。これか
らも宜しくお願い致します。 (大塚 真理子  浦安市婦人の会連合会 会長)

　本年は、永年のUIFA団体会員「浦安太鼓潮桴連」の皆様に演奏頂きました。
全員女性ながら颯爽とした威勢の良い素晴らしい演奏でした。
　参加留学生達にも日本文化を体験す
る良い機会となったようです。
　これからもこのような機会
に太鼓を通して交流を続
けて行きたいと思います。

　この度当校からは初級学習者のみの参加
でしたが、UIFAのスタッフの方々にサポート
いただけたため学生たちも安心して交流していました。
また日本の文化体験だけでなく、日本語を使うモチベーション
も上がったと実感しています。
　多くの学生たちにも今回のような体験をさせたいと思います
ので、学校で学んだものを表現できる活動的なイベントに今後
も期待しております。  (大田 拓実 専任教師)

　私はネパールから来ましたサビカです。七夕という日本
のお祭りを初めて知りました。きれいな着物を着せ
てもらって、大好きな太鼓をたたいて、とても楽し
かったです。盆踊りはちょっと難しかったけれど、
また来年も来たいです。（サビカ ネパール）
　
　本校には、外国とつながりのある生徒が沢山
通っています。日本で幸せを感じてもらいたいと、
教職員一丸となり、支えています。 
（田中 咲 浦安南高教諭）
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事業予告
お問い合わせ・お申込みは UIFA 事務局 ( 平日 10:00 ～ 12:00/13:00 ～ 16:00) まで　
TEL：047-381-5931　e-mail ：uifa@uifa-urayasu.jp

※ 変更になる場合もありますので、詳しくはUIFA 事務局にご確認ください。

11月
外国語講座講座代表懇親会
各講座代表の横の関係の強化や講座運営に関する情報交換
を行ないます。

言語学習部会外国語学習グループ

●日時：11月９日（土）
●場所：国際センター

ブースを出店し、UIFAのPR、各部会のPRを行ないます。

総務部会
●日時：11月10日（日）16:00～20:30
●場所：旧入船北小学校

市民活動フェスティバル参加

Dr.フィリップス高校生歓迎行事

ホストファミリー・関係者を交えての歓迎会を行います。

姉妹都市提携30周年記念事業実行委員会
ホームステイ部会、翻訳・通訳部会

●日時：11月22日（金）
●場所：日の出公民館

●日時：11月22日（金）～11月30日（土）

ウェルカムパーティー

高校生・大学生が参加する英語によるプレゼンテーショ
ン大会です。

●日時：11月24日（日）
●場所：文化会館

英語によるプレゼンテーション大会

ブースを出店し、UIFAのPR、各部会のPRを行ないます。

総務部会
●日時：10月19日（土）
●場所：市役所前　浦安公園

浦安市　市民まつり参加

日本語学習支援者の指導力向上を目的とします。

言語学習部会日本語学習支援グループ

●日時：10月20日（日）、11月10日（日）
●場所：国際センター

2019年度後期日本語グループ
スキルアップ講座（第2回） 

ネイティブの先生と気軽に英会話を楽しみます。
イングリッシュ･カフェ

ホームステイ部会
●日時：10月24日（木）、25日（金）
●場所：ホストファミリー

台湾高校生ホームステイ
日本の暮しを体験し、ホスト家族との交流を楽しんで頂き
ます。

翻訳・通訳部会
●日時：10月26日（土）
●場所：国際センター

10月

1月
恒例の地域関連団体、会員間の交流を行ないます。

総務部会
●日時：2020年１月11日（土）
●場所：オリエンタル東京ベイホテル

新春交流会

災害時、外国人を支援するサポーター養成講座の受講、地
震の被害体験を聞くよい機会です。

総務部会
●日時：2020年１月（未定）
●場所：文化会館

浦安市と共催
「災害時外国人支援サポート養成講座」

12月

日本語グループ交流会

●日時：12月８日
●場所：日の出公民館

言語学習部会日本語学習支援グループ

教室紹介、学習者の発表、ゲームなどでグループ内外の交流
を図ります。

浦安ロータリークラブ交換留学生ホームステイ

●日時：2019年12月～2020年３月
●場所：ホストファミリー ホームステイ部会

長期留学生にホームステイを提供します。

ミニセミナーNo.3開催（内容未定）

●日時：12月（未定）
●場所：UIFA事務所 総務部会

興味ある話題を提供します。

世界の家庭料理を通じて交流を図ります。

総務部会
●日時：12月または1月（未定）ホームページ参照
●場所：国際センター

地域交流サロンNo.2 イスラエル家庭料理

その他 事業予定
英語力ブラッシュアップの会 (毎月最終日曜日)

「浦安市のお知らせ」やさしいにほんご (毎月１日)

翻訳・通訳部会員の通訳技術向上を図り、依頼される通訳業務に

迅速に対応できる態勢を整えることを目的とします。

浦安市が発行する、英文の「City News うらやす」のやさしい日

本語版。日本語を母語としない浦安市民で、初級以上の日本語

能力のある人に最低限の行政情報を提供します。

翻訳・通訳部会

総務部会

会員募集
浦安市国際交流協会では会員を募集しています。
浦安市国際交流協会は「多様な文化と人がともに支え創造す
るまち・浦安」を目指して活動するボランティア団体です。

申込み・問い合わせ
浦安市国際交流協会　事務局まで　

（平日 10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 16:00　土日祝：休み）

TEL：047-381-5931
E-mail：uifa@uifa-urayasu.jp
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船橋市国際交流協会主催
「災害時外国人サポータ養成講座」

日時：８月24日（土）25日（日） １泊２日
場所：船橋市　市立船橋中学校
　災害時に外国人を支援するサポーターを養成す
る講座を2日間受講。UIFAからは、明海大学学生日
本人　3名、UIFA会員4名及び総務部会1名の合計8
名の受講者、過去の地震での支援活動を行った方
々を講師に迎え、必要な知識、心構えの講座のほ
か、船橋市の中学校にて、泊まり込みの避難訓練
を行い、貴重な体験でした。        （総務部会）

第40回浦安市花火大会に参加

日時：7月28日（日）　場所：総合公園
＊台風の影響で土曜日から日曜日に延期

「第40回浦安市花火大会」に参加しました。スリ
ランカ、フィリピン、イスラエル、ネパール出身
の外国人、中国・台湾からの留学生、明海大学の
学生、UIFA会員の方々、大人から子どもまで総
勢55名集まりました。交流と親睦、迫力のある花
火を十分楽しみました。　　　　   （総務部会）

地域交流サロン
世界の家庭料理:中国・台湾編

日時：８月31日（土）　場所：国際センター
　明海大学留学生により、本年度第１回サロンを
開催しました。張源博さんは中国の宮廷料理から
の“トマトと卵の炒め物”、李品萱さんは台湾の
朝食定番“蛋(だん)餅(びん)”を紹介。それぞれ
のお国（郷里）紹介も加わり、総勢35名（外国出
身者10名）、会場も急遽２部屋に拡大して賑やか
で、楽しい交流となりました。　　 （総務部会）

浦安市納涼盆踊り大会に参加

日時：8月14日（水）　場所：浦安小学校
　恒例の盆踊り大会に参加しました。
　明海大学学生４人への浴衣の着付けは婦人の会
連合会のご協力をいただきました。留学生は、練
習した甲斐あってしっかりと踊っていました。日
本の文化の一端を感じてくれたでしょうか。会場
には、UIFA会員や、知り合いの外国人も集まり、
精一杯盆踊りを楽しみました。      （総務部会）

自治会連合会主催「盆踊り練習会」
日時：８月７日（水）場所：中央公民館
　明海大学の留学生と共に、盆
踊りの練習会に参加しました。
広い体育館にびっしりと市民の
踊りの輪ができ、婦人の会連合
会の方々にご指導をうけながら、足が棒になるまで踊
りました。盆踊り大会では、練習の成果で、しっか
り踊れました。

青少年館主催「着物着付け教室」
日時:7月27日（土）場所:文化会館
　ゆかた着付け教室で、ゆかたを着て、花火を見に
行こう！
　留学生など外国人に好評のゆかた着付け教室です。
着付けの方法のみならず和服についての知識も学べ
る良い機会であり、今後とも続けたいです。

業報告事
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業報告事

バルドラール浦安インドネシアフェア

日時：８月４日（日）
　フットサルチーム、バルドラール浦安の公式戦イ
ベントにインドネシア語講座受講生が参加しまし
た。バルドラール浦安は、元選手・監督が、イン
ドネシアのフットサル代表チームの監督をされるな
ど、インドネシアとご縁があるそうです。UIFAイ
ンドネシア語講座からは、インドネシア式のじゃ
んけんイベントを開催し、230人以上の人達とじゃ
んけんを楽しみました。   （外国語学習グループ）
インドネシア式じゃんけんは、ゾウ
が人に勝ち、人がアリに勝ち、アリ
がゾウに勝ちます。アリはゾウの耳
に入って攻撃するんだそうです。面
白いですね

イングリッシュカフェ

日時：７月７日（日）
場所：国際センター
　今年度より年３回計画のイングリッシュカフェ
の第２回目。雨天にもかかわらず24名の方が参加
されました。UIFA非会員が14名、明海大の学生
が３名とフレッシュな顔ぶれが並び、５グループ
での活発な会話が繰り広げられました。新しい講
師からは“皆さん積極的で素晴らしい”とおほめ
の言葉をいただき、隣のテーブルの声で自分たち
の会話が聞き取りにくいという指摘があがるほど
会話がはずみました。        （翻訳・通訳部会）

2019年度前期日本語ボランティア入門講座

日時：７月７日、21日、８月４日（日）
場所：浦安市国際センター　　参加者：21名
講師：中井延美氏（明海大学准教授）
　現在の日本語教育を巡る概況と学習支援ボラン
ティアの立ち位置の解説に始まり、代表的テキス
ト「みんなの日本語」の要点を網羅した日本語文
法の基礎的知識を印象的でタイムリーな事例と共
に講義していただきました。
　最終日には９名のボランティア登録があり、こ
の新たな仲間たちと、地域の外国人の「言葉の壁
」をなくすお手伝いをしていくことがとても楽し
みです。      　　   （日本語学習支援グループ）

姉妹都市提携30周年記念
第22回友好の翼参加者募集説明会

日時：第１回 ７月21日（日）　
　　　第２回 ９月８日（日）
場所：国際センター 
　今年度の友好の翼は姉妹都市
提携30周年記念事業の一環とし
て開催します。通常の６泊８日
コースに加えて、８泊10日のコ
ースを追加し、公式行事後のフリータイムを増や
しました。第１回、第２回とも当日参加者が多く
２日間で35名の参加があり、すでに７名が参加を
申し込まれました。
（姉妹都市提携30周年記念事業実行委員会）
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車いすバスケットボール・オーストラリア女子代表チーム

日時：８月28日（水）、31日（土）
場所：浦安総合体育館 
　浦安市と縁の深い車いすバスケットボール。今
回はオーストラリア代表女子チームがキャンプ。

強化試合開会セレモニーでは白木会長の安定した
通訳。選手とボランティア学生の交流イベントで
は車いすバスケ体験のコート上での通訳に挑戦。
　試行錯誤の連続ですが部会員一同いろいろなス
ポーツイベントでの通訳の実績を積み重ねていま
す。改めて車いすバスケへの感動も頂きました。

（翻訳・通訳部会）

外国語講座2019年度後期申込み受付
日時：9月14日（土）、15日（日） 場所：国際センター
　2019年度後期外国語講座受講者募集を各講座代
表の協力で実施しました。外国語講座は、2018年
前期から２年間継続のカリキュラムで計画してい
ますので、今期が最終学期となっています。その
ため、14日午前中は継続受講者を優先受付し、14
日午後と15日は、新規・継続の区別なく募集を行
いました。その結果、21講座中３講座（フランス
語入門・英語会話初級・英語通訳養成講座初級）
が満席となり、定員の72％の方が受講申込をして
います。
　なお、空きのある講座は、10月31日まで追加
募集を行っておりますので、UIFA事務局あてお
問い合わせください。  （外国語学習グループ）

　ベトナムは、人口約１億人、平
均年齢30歳台の若い国です。優秀
な技能労働者や留学生の訪日が見
込まれており、在浦安ベトナム人
も増えるものと思われます。

　ベトナム語講座は
月曜夜の授業ですが、

ベトナム語講座
外国語講座紹介

サラリーマン、主婦、シニアが
近隣住民やベトナムの友人と会
話を通して友好を図りたいとの
思いから文法や会話の勉強のほ
か、ベトナムの文化・歴史も学
んでいます。講師は、ハノイ出
身の在日10年余のマイハー先生
で、懇切丁寧で分かり易い指導
のもと、楽しく和やかな雰囲気
の中で腕を磨いています。

　ベトナム語は、母音11個、声
調６種と発音は楽ではありませ
んが、ローマ字表記、動詞や名
詞の形が不変、漢字由来の語が
多いなど、学び易い言葉だと思
います。多文化交流の時代、皆
様の受講をお待ちしています。

（外国語学習グループ）

毎週月曜日　19：10～20：40
国際センター

講座の受講生と先生でベトナム料理を楽しむ
イベントを開催

「浦安市のお知らせ」やさしいにほんご発行
日時：毎月１日発行
配付場所：市役所地域振
興課、市民課、各駅前行政
サビスセンター、国際セン
ター、市民活動センター、
各公民館、明海大学
　市役所が毎月発行し
ている英語版の「C i t y 
News うらやす」をやさ
しい日本語に翻訳した
ものです。英語は読め

ないが、初級日本語なら読める外国人を対象に
して発行しています。UIFAホームページからも
PDFをダウンロードできます。　     （総務部）
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編集後記
９月 20 日からラグビーワールドカップが
始まり、来年の 2020 オリパラも近づいて
UIFA でも関連のイベントが増えてきまし
た。世界のトップアスリートの活躍が楽
しみです。 （10月号担当：藤井保男）

UIFA部会員・広報担当
ボランティア活動スタッフ募集・活動説明会

日時：2019年９月29日（日）　場所：国際センター
　本年度２回目となる会員募集会は、各部会員はじ
め広報担当募集を行い、諸活動をわかりやすく説明
しました。約30名の方がご参加、熱心にお聞きいた
だきましたが、浦安市には海外経験豊かな方、国際
交流活動に関心の高い多くの方がいらっしゃると思
います。多様な方に参画していただけるよう、今後も
募集会などを通じて発信してまいります。   （本部）

ミニセミナーNo.２   明海大学留学生による出身地の紹介
「中国遼寧省丹東市と台湾新竹市」

日時：９月21日（土）　　場所：UIFA事務所
　中国の張さん、台湾の李さんが、それぞれの出身
地を紹介しました。中国遼寧省にある丹東市は、北
朝鮮を川向こうに望む国境の都市で、北朝鮮との交
流に重要な拠点、台湾新竹市は、台湾のシリコンバ
レ―と称される都市だそうです。質疑応答も含み参
加者14名で活発に交流が行われました。

（総務部会）

姉妹都市提携30周年記念③「友好の翼」へのお誘い

　浦安市と米国フロリダ州オーランド市は、
1989年10月にオーランド市にて、1990年1月に
浦安市にて姉妹都市提携の調印式を行いました
が、本年度で姉妹都市提携30周年を迎えます。
この30年間様々な姉妹都市交流活動が行われて
きましたが、その中で最も長く続いている活動
のひとつがこの「友好の翼」です。1991年に第1
回が行われ、次回は2020年2月の予定で、第22回
目になります。本年度は姉妹都市提携30周年と
いうこともあり、充実した内容で盛大に行いた
いと思っています。
　今回の「友好の翼」は30周年を記念し、延泊
プランや充実したオプショナルツアーを用意し
ています。姉妹都市提携30周年記念式典は浦安
市では11月24日に予定されていますが、オーラ
ンド市では「友好の翼」の滞在期間中に行われ
ます。

 姉妹都市への親善のツアー「友好の翼」の募集が始まっています。もうすでに数名の方からお申
込みをいただいています。ここで改めて、「友好の翼」についてご案内いたします。

期間
Aコース：2020年２月３日～10日（６泊８日）
Bコース：2020年２月３日～12日（８泊10日）

訪問先 アメリカ合衆国フロリダ州オーランド市
参加者 先着40名

経路
成田～シカゴ～オーランド
オーランド～ダラス～成田

利用航空会社 日本航空　アメリカン航空

宿泊施設

オーランド市内
ローゼン イン アット ポイント オーランド
(Rosen Inn At Pointe Orlando
9000 International Drive,Orlando,FL 32819 USA)

旅行費用

30名以上　おひとりあたりの費用
Aコース：205,000円（６泊８日）
Bコース：237,000円（８泊10日）
＊燃料サーチャージが別途かかります。
＊旅行費用は参加人数等により変動いたします

「友好の翼」ツアー情報

皆様のご参加をお待ちしています。
お問い合わせはUIFA事務所まで
      （姉妹都市提携30周年記念事業実行委員会）

業報告事
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