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姉妹都市オーランドよりDr.フィリップス高校生が来浦
　浦安市とアメリカ フロリダ州オーランド市は姉妹都市提携30周年を迎えました。相互交流が続いて
いるオーランド市から今年もDr.フィリップス高校生27名と先生方が浦安を訪れ、姉妹都市提携30周年
記念イベントをはじめ様々な行事を通してたくさんの市民と交流を持ちました。市内学校訪問では小
学生たちと一緒に給食を食べ、同世代の日本の高校生たちと日本文化を体験し、合気道体験、市長表
敬訪問など姉妹都市交流ならではの充実した９日間を過ごしました。またDr.フィリップス高校生たち
は滞在中ずっと市内のホストファミリー宅でホームステイをし、27人それぞれがかけがえのないOnly 
Oneな交流を持ちました。

P8 新春交流会
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姉妹都市交流30周年をお祝いして、記念イベントでご挨拶をさせてい
ただきました。（以下、ご挨拶の抜粋です）

　浦安市国際交流協会会長白木聖代でございます。本日はオーランド市浦安
市姉妹都市提携30周年記念イベントに出席することができましたことを光栄
に存じます。
　姉妹都市提携と私どもの協会は密接な関係がございます。1987年に私達の

協会は姉妹都市の候補都市の選定を始め、様々な観点を評価した結果オーランド市を選び、浦安市に提言をし、
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協定書の調印が行われました。
　それから30年がたったわけでありますが、この30年間両市の間で様々な姉妹交流が行われてまいりました。私
達もオーランド市からの高校生の受け入れ、人形交流、オーランド市への浦安市民のための親善のツアー「友好
の翼」など、直接的、間接的に姉妹都市交流の活動を支えて参りました。
　このように30年という長きに渡り、有意義な活動がおこなわれてまいりましたのは、両市の市民たちが両国の
文化の違いを乗り越えお互いを尊重し、友情をはぐくむ努力を重ねた結果であると思います。これからもより一
層の交流が将来にわたり続いていきますように願っております。また、より多くの浦安市民の皆様がオーランド
市のことを知り、今後の交流活動に参加していただくことを祈っております。
　 結びにこれからも両市の絆と友情がより固く結ばれていきますことを心より願っております。

「オーランド市浦安市姉妹都市提携30周年記念によせて」

浦安市国際交流協会会長 白木聖代　

　羽田空港から直接会場に到着、ホストファミリーや
UIFAのスタッフが作ったアーチを通って会場に入場し
ました。ホストファミリーの中には小さなお子さんを連
れてこられたファミリ―もあり和やかな雰囲気でパーテ
ィーが始まりました。パーティーのメインイベントであ
るホストファミリーとのマッチングでは、初めて会うホ
ストファミリーとハグしたり、プラカードや飾り付きの
ネームプレートで歓迎したホストファミリーもありまし
た。
　まさに「おもてなし」の歓迎でとても感動的でした。
素晴らしいスタートが切れました。

（姉妹都市提携30周年記念事業実行委員会）

11月22日(金)　日の出公民館大集会室

Dr.フィリップス高校生ウエルカムパーティー

「第６回英語によるプレゼンテーション大会」が開催
されました。姉妹都市提携30周年記念イベント第二部
として行われた今回大会の参加校は高校生５組、大学
生３組の８組。どの組も工夫を凝らした興味深い素晴
らしい発表でした。発表した高校生達は休憩時間にも
観客のDr.フィリップス高校生達と活発な会話を繰り広
げ、浦安の若者達の元気溢れる国際交流の姿にスタッ
フの翻訳・通訳部会員の疲れも吹き飛びました。

（翻訳・通訳部会）

英語によるプレゼンテーション大会

11月24日(日)　文化会館 小ホール

　赤ちゃんのいる家庭、幼稚園・保育園・小学生のい
る家庭、中高大生のいる家庭、夫婦二人の家庭、様々
な世代のホストファミリーがDr.フィリップス高校生を
家族として受け入れてくれました。来日した高校生も
初来日の子や兄妹での参加など様々で、ホストファミ
リーみんなで協力しながら受け入れを楽しみました。
　食事や洗濯、送迎など毎日のことや、文化やことば
の違いによる小さなすれ違いなど一緒に暮らすことは
楽しいことばかりではありませんが、9日間でそれぞ
れが関係性を築き、最終日は目を真っ赤にして抱き合
いながらのお別れとなりました。地球の裏側に家族が
できる貴重な体験をこれからも多くの方にしていただ
きたいと思います。                 （ホームステイ部会）

Dr.フィリップス高校生ホームステイ

11月22日（金）～30日（土）

　高校生たちの日本滞在最終日の合気道体験会。
　合気道愛好者15名も駆けつけ、総勢51名参加。全員
整列して正座、礼から始まり、合気道の説明、演武、準
備体操、基本技、護身術などを体験してもらいました。
手や腕の力でなく体全体の動きで無理なく相手を制する
事、殴り合いでは憎しみの連鎖は止まらない事などを生
徒達に伝え、道場は暖かい熱気に包まれ、楽しい経験と
なったことでしょう。（養神館合気道龍舞浜さくら会代
表　大村陽子　）　　　　　　　　　　　  （総務部会）

Dr.フィリップス高校生合気道体験会

11月29日（金）　舞浜総合体育館

姉妹都市提携30周年
記念イベント開催

　オーランド市との姉妹都市提携30周年を記念し、11月24日（日）に文化
会館で記念イベントが行われました。
　当日は、オーランド市から来浦中のDr.フィリップス高校生27名と先生
方、関係者が参加されるなか、両市の交流を映像で振り返ったり、浦安お
洒落や浦安囃子といった伝統芸能の披露、英語によるプレゼンテーション
大会など、記念イベントが開催されました。
　また、Dr.フィリップス高校生の皆さんの滞在期間中、関係者の方々の
ご協力のもと、浦安市内で広く交流を深めていただくことができました。

特集
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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。

２月
アジアン＆ロシアンカフェ
外国語講座のベトナム語、ハングル、中国語、インドネシ
ア語、ロシア語の各講座の講師と受講生の皆さんが、それ
ぞれの言葉や文化などを紹介します。

言語学習部会外国語学習グループ
●日時：2020年２月２日（日）
●場所：国際センター

浦安市の女性トップランナーを迎えて、経験談を聴きます。
マラソン仲間をはじめ皆様のご参加をお待ちしています。

総務部会

●講師：川上明美氏
●日時：2020年２月15日（土）
●場所：ＵＩＦＡ事務所

ミニセミナーNo.4
「浦安市女性ランナー体験談」

１月

料理とおしゃべりを楽しみましょう。

総務部会

●講師：シガール・ショー氏（イスラエル出身）
●日時：2020年１月19日（日）
●場所：国際センター

地域交流サロンNo.2
「世界の家庭料理　イスラエル編」

毎年恒例の研修です。未受講の方、関心のある方の受講を
お待ちしています。先着20名。

総務部会
●日時：2020年１月19日（日）、26日（日）
●場所：浦安市役所　庁舎10階協働会議室

「災害時外国人サポーター養成講座」受講

浦安在住、在勤、通学の外国人の方に正月遊び、着付け、
茶道など日本文化を体験してもらい相互交流を行います。

文化交流部会
●日時：2020年１月25日（土）
●場所：浦安市文化会館　和室・茶室

正月の会

３月

2019年度後期日本語ボランティア入門講座

●日時：2020年３月
●場所：国際センター 言語学習部会日本語学習支援グループ

本年度第2回目となりますが、講座では日本語教育の基礎知
識、ボランティアとしての心構えなどについて講義を行って
いただきます。引き続きより多くの方にボランティア登録し
ていただきたいと思います。

UIFA・浦安在住外国人会（UFRA）共催日帰り研修

●日時：2020年３月１日（日）
●場所：横浜三渓園ほか 文化交流部会

近郊の名所訪問など日帰り研修を通じて、浦安在住外国人と
の交流を行います。募集人数：外国人15名、日本人15名

2020年度前期外国語講座申込受付

●日時：2020年３月14日（土）、15日（日）
●場所：国際センター 言語学習部会外国語学習グループ

外国語講座９言語21講座の受講生募集を行います。2020年
度は新たな２年サイクルのスタート年度となります。詳細は
募集要項（２月中旬発行予定）をご参照ください。

奈良橋陽子氏講演会

●日時：2020年３月28日（土）14:00～16:00
●場所：浦安市文化会館小ホール
●参加費：500円 翻訳・通訳部会

奈良橋氏は現在演出家、キャスティングディレクターなどで
活躍中。

その他 事業予定
「浦安市のお知らせ」やさしいにほんご (毎月１日)
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。

総務部会●毎月１日

　ハングルは初級講座と中級講座の
２講座で行っています。いずれも多
くの受講生が在籍していて講師の大
塚美加先生に楽しく、特には厳しく
（笑）教えていただいています。大
塚先生は韓国出身で日本在住も長く
いらっしゃいますので日本語は堪能
ですが、授業は日本語ではなくでき
る限りハングルを使われますので、
テキストの復習は大切です。クラス
の雰囲気もわきあいあいとしたなか
で、言葉だけでなく文化なども話題
にしながら、講座を楽しんでいます

ハングル初級講座
ハングル中級講座　

外国語講座紹介
毎週土曜日      ハングル初級 9：20～10：50 
国際センター   ハングル中級11：10～12：40

　さらにときに
は教室の外にも
活動の場は広が
り、受講生の皆
さんや大塚先生
の協力で、UIFA外国語学習グループ
のアジアン＆ロシアンカフェや浦安
春まつりで、ハングルブースを開い
て、一般市民の皆さんにハングルや
文化紹介など発信しています。
　2020年４月から新たな２年サイク
ルがスタートします。皆様の受講を
お待ちしています。 

（外国語学習グループ）
。
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浦安市民まつりに参加

日時：2019年10月19日（土）場所:浦安市総合公園
　朝からの雨もあがり、たくさんの若い親子連れ
や、市民の方々が来場。子どもさんは「世界ジャ
ンケンをして、キャンディーゲット!」（英語、中
国語、インドネシア語のジャンケン）で盛り上が
り、大人の方にはUIFAクイズで理解を深めていた
だきました。明海大学の学生や、ネパールのパラ
サンタさんと弟さんもジャンケンに参加。多文化
共生の糸口になることを願って、来年も内容を検
討したいと思います。                               

（総務部会）

第22回友好の翼 
第３回参加者募集説明会

日時：2019年10月５日（土）場所:国際センター
　第３回目の参加者募集説明会が開催され、第１
回、第２回同様に多くの方にご参加頂きました。
最後の説明会ということもあり、具体的な質問が
多くありました。また聴覚に障害があるご夫妻が
手話通訳者と一緒に参加されました。その結果、
その場で参加申込をされた方が７名、累計で参加
申込者が17名になりました。自治会連合会様にお
願いして各自治会の掲示板に掲載していただいた
り、ベイシニア浦安様の会合で宣伝させていただ
いたことの効果が大きいと思いました。３回の募
集説明会を無事終えて、これからは参加者を対象
に３回のオリエンテーションを予定しています。

（姉妹都市提携30周年記念事業実行委員会）

2019年度後期日本語スキルアップ講座

日時：2019年10月20日（日）、11月10日（日）
場所：国際センター
　２回にわたって行われたスキルアップ講座では、
「役立つ日本語を支援するには」というテーマで、
主に日本語の特徴である気遣い表現について学び
ました。今回で２回目となる講座終了後の懇談会
も、テーマだった教材関連にとどまることなく、
ボランティアの悩みや学習者に対するボランティ
アのあるべき姿なども幅広く話題になり、支援活
動を行う私たちのモチベーションのためにも有意
義な会となりました。　 

（日本語学習支援グループ）

日時：2019年11月17日（日）12月７日（土）
　第１回目は出席率が84%と高い参加率となりま
した。参加者の自己紹介、UIFA実行委員の紹介、
日本文化の紹介（ジャパンナイト）をするための
グループ分け等を説明した後、JTBWebシステム
への参加者登録の説明がありました。
　第２回は日本文化の紹介（ジャパンナイト）の
グループ別打ち合わせ（写真）、オプショナルツ
アーの受付、盆踊りの練習と盛りだくさんの内容
でした。
　第３回目は2020年１月12日（日）に国際センタ
ーにて２月３日の出発に向けて最後の確認を行い
ます。準備万端で元気に出発したいと思います。

（姉妹都市提携30周年記念事業実行委員会）

第22回友好の翼 
参加者向けオリエンテーション

業報告事
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業報告事

明海大学派遣ボランティア学生の活動
日時：2019年６月～12月
　学生が、UIFAの各イベントに参加して、企画も含
めた活動を行いました。今回は、中国、台湾からの
留学生２名及び日本人学生（英米学科）３名の合計
５名の受け入れを行いました。書類の作成、時間厳
守、連絡方法、イベント参加の役割等今後の課題と
なりました。この事業がUIFAの活性化に寄与できる
よう検討・実施したいと思います。

（総務部会）

市民活動フェスティバルに参加
日時：2019年11月10日（日）
場所：まちづくり活動プラザ 体育館・運動場
　前年度までの会場が大規模改修で休館中のため
本年度は会場を変更しての開催でしたが、多くの
方にご来場いただきました。UIFAのブースではパ

ネル展示を行い来場
者の方々に活動内容
の説明や姉妹都市提
携30周年記念の友好
の翼の案内をしまし
た。

（総務部会）

イングリッシュカフェ

日時：2019年10月26日（土）
場所：国際センター
　会場に入ったら英語だけというルールで、ネイ
ティブ講師を囲み英語の会話を満喫するイングリ
ッシュカフェ。この日は、24名の参加者が５つの
グループに分かれ、２時間にわたって自由に英会
話を楽しみました。いろいろな話題で講師や他の
参加者と英語で話すのが面白い、たくさん話せて
楽しいと好評でした。もっと開催の回数を増やし
てほしいとリクエストもあがり、中には数回参加
されている方もいらっしゃいました。  

（翻訳・通訳部会）

外国語講座　講座代表懇親会

日時：2019年11月９日（土）
場所：国際センター 
　外国語講座９言語21講座では10月から本年度後
期に入りました。この機会に各講座代表が一堂に
会し、会食をしながら、横のつながりを大切に親
睦を深めました。各講座代表から講座内容や進め
方をはじめ言葉の紹介もあり、また白木会長はじ
め本部役員、日本語学習支援グループからも参加
いただき、UIFA諸活動の情報共有など幅広いコミ
ュニケーションを図りながら、交流・懇親の場と
なりました。              （外国語学習グループ）

日時：2019年10月24日（木）～25日（金）
　春に続き、今年２回目の台湾の高校生の訪日研
修旅行を受け入れました。北部の竹北市から18名
の高校生が研修旅行で来日し、市内の一般家庭宅
で１泊ホームステイを経験しました。初めてホス
トされる家族からベテランの家族まで、８組のホ
ストファミリーにご協力いただきました。ありが
とうございました。

（ホームステイ部会）

台湾高校生ホームステイ
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浦安ロータリークラブ
交換留学生ホームステイ

日時： 2 0 1 9 年 1 2 月～
2020年3月
　アメリカからやってきた
ロータリークラブ交換留学
生が10カ月間、ホームステ
イをしながら市内高校へ通
います。３家庭でホームス
テイをしますが、今年の夏
に来日して４カ月が経ち、
第２ホストファミリー宅で
の生活が12月から始まりま
した。留学生にとっては

また新しい環境でのスタートとなりますが、来年
６月の帰国まで日本の生活を満足いくまでやり切
ってほしいと思います。

（ホームステイ部会）

ミニセミナーNo.３
明海大学ボランティア学生によるプレゼン

日時:11月16日（土）場所：UIFA事務所
 明海大学３名の学生が多様なテーマで発表を行
いました。「欧米人と日本人の文化・コミュニケ
ーションの比較」（加部由希乃さん）「歴史のあ
る町滋賀県彦根市」（西川凌さん）「世界で一番
稼ぐスポーツ選手、クリスティアーノ・ロナウド
」（清水勇作さん）参加者からもいろいろな意見
やアドバイスがあり、有意義な発表会となりまし
た。　　　　　　　　　               （総務部会）

2019日本語グループ交流会

日時：2019年12月８日（日）　場所：日の出公民館
　約200名10カ国が集い交流会を行いました。『日
本での生活のあんな事こんな事』を題材に、フラン
ス、ネパール、中国、フィリピン、ベトナム、ペル
ー出身の学習者が日本語学習の成果を踏まえたスピ
ーチや、各国の芸能を表現披露してくれました。ま
た『みんなで踊ろう』では実行委員が先生役となり
「パプリカ」（2020オリンピック応援歌）の振り付
けの指導を行い、映像が流れるとステージ前に集ま
っていた子供たちがリズムに合わせて一斉に踊り
始め、とても感動的な瞬間でした。
　『はちまきゲーム』でも全員が盛り上がり、楽し
かった、また来たいね、ありがとうの声があちこち
から起きていました。（日本語学習支援グループ）

和食体験「飾り寿司と汁」

日時：2019年12月１日（日）
場所：日の出公民館 調理室
　文化交流部会では和食体験事業として「飾り寿
司と汁」を開催しました。浦安在住外国人や浦安
南高校の留学生など総勢30名を超える参加者皆さ
んで和食を楽しみました。講師役の白木会長と舟
町さんから作り方の説明があり、その後、グルー
プに分かれて実習。
飾り寿司がきれいに
美味しくできて皆さ
ん笑顔で歓談しなが
ら、試食し、交流を
行いました。

（文化交流部会）
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編集後記
新たな年を迎え、東京 2020 もまぢかにな
りました。訪日外国人旅行者数も年間３千
万人レベルの状況が続いており、これから
も多くの国際交流の場が広がります。本年
もよろしくお願いいたします。

（1月号担当：中村徹）

業報告事

新春交流会

　2020年新春交流会にたいへん多くの方
にご出席いただきました。冒頭白木会長
から、これまでの目標と充実した活動の
推進を振り返り、各位のご支援、ご協力
へのお礼とともに、皆様幸せな一年とな
さってください、と挨拶がありました。
UIFA名誉会長でもある内田市長から、姉
妹都市提携30周年をはじめ国際交流の広
がりのなか、笑顔で輝くまちづくり、を

目指して市として進めていく旨ご挨拶を
いただきました。続いて、宝市議会議長
から乾杯のご発声をいただき、皆様の活
発で楽しい歓談が行われ、パフォーマン
スでは都築様御姉弟による三味線演奏と
唄に会場はつつまれました。また、浦安
青年会議所の皆様のご協力のもと抽選会
では楽しく盛り上がりました。多くの方
々との活発な意見交換など盛会のなか、
新年のスタートとなりました。

（新春交流会実行委員会）

日時：１月11日(土)12：00～14：00  場所：オリエンタルホテル東京ベイ３階
参加者：108名

30周年と周年行事を３回経験いたしました。周
年行事をはじめ、他の活動も大変充実したもの
であり、これもひとえに皆様方のご支援とご指
導の賜物と深く感謝いたします。
　会長に就任した際に定めた大きな目標のひと
つは、UIFAの６つの部会が自主性を重んじなが
らもその他の部会の事も自分の部会のように一
緒に問題を考え、協力しあう組織を作ることで
したが、最近ではそのように変わってきたと感
じることが多くあり、嬉しく思います。
　今年は子年ですが、「繁栄」「未来への大い
なる可能性」といった意味が含まれます。UIFA
にもこの祈りをこめ、会長として最後の新年の
ご挨拶といたします。

　皆様明けましておめでとう
ございます。
　早いもので、2014年度に会
長に就任して３期を務めまし
たが、今期が最後になりまし

た。この６年間会長として大変恵まれた期間で
した。
　2014年度は姉妹都市提携25周年、2016年度は
UIFA創立30周年、そして今年度は姉妹都市提携

新年のご挨拶
浦安市国際交流協会会長

白木聖代
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