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いま、世界はお隣りどうし Hand in Hand across the World

姉妹都市提携30周年記念 第22回友好の翼
　参加者28名と市職員２名は、2020年２月３日午前７時30分に市役所に集合。姉妹都市提携30周年記
念式典、公式行事、オプショナルツアー参加など沢山の思いをのせて、６泊８日、８泊10日のオーラ
ンド市への旅に出発しました。
　オーランド市は浦安市の他複数の姉妹都市提携をしています。イオラ湖畔にあるポールには姉妹都
市の地名が記されているプレートがあり、それぞれの都市の方向を向いています。もちろん浦安市の
プレートもあります。
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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　

　書道、日本の遊び（竹とんぼ・メンコ・的あ
てゲーム・けん球・独楽・折り紙）、華道、茶
道のグループにわかれ、日本文化を紹介。その
後盆踊り、歌とダンスなどをDr.フィリップス
高校生達と楽しみました。
　100名を超える参加者で大変盛況でした。

Dr.フィリップス高校 Japan Night

２月７日（金）

　小学校に併設されている幼稚園児が日の丸
のはちまきをしてお出迎え。小学生が「上を
向いて歩こう」など数曲素晴らしい演奏をし
てくれました。その後幼稚園、小学校でクラ
ス授業を見学しました。
　幼稚園では映像を使って、踊りながら単語
を覚えたり、小学校1年生ではテーマについ
て音楽、動画、イラストをつけて、文章を書
き、自分の声を吹き込んでパソコンで数ペー
ジのプレゼンテーションを作成するなど、と
ても興味深い授業でした。1年生でそれだけ
できるのは素晴らしいと驚きました。また、

サンライズ小学校訪問

２月７日（金）

教師は板書をせず、パソコンを使ってホワイ
トボードのスクリーンに映像を映し出して授
業を進めていました。
　授業を見学した後は4年生と給食をいただき
ながらおしゃべりを楽しみました。入船北小
学校から送られた
市松人形「浦安ゆ
め」ちゃんにも会
いました。

　姉妹都市提携30周年記念式典がオーラ
ンド市市庁舎で開催されました。両市の
市長挨拶、在マイアミ日本国領事館の平
田健治総領事の祝辞に続き、両市長によ
る記念調印が行われました。式典の終わ
りには「Orlando Taiko Dojo」（オー
ランド太鼓道場）の素晴らしい演技があ
り、両市長もいなせな法被姿で太鼓を披
露。内田市長の太鼓名人ぶりにはびっく
り。
　今回はろう者のご夫婦も参加され、記
念式典では14時間の時差にも関わらず日

２月５日（水）

姉妹都市提携30周年記念式典

本で待機していた手
話通訳者が、タブレ
ットでスカイプ通信
を使い式典の様子を
手話通訳しました。

※ ページ内の手書きイラストは佐藤和江さんの作品です。

姉妹都市提携30周年記念集特 第22回
友好の翼
第22回
友好の翼

公式行事

参加してよかったです。普通の旅では
できない経験ができました。
同じ浦安に住みながら知らなかった人
達と知り合い、語り合えました。

参加者の声①

小学校をあげての歓迎に感銘をうけま
した。授業を見て回りましたがITが授
業に駆使されていました。一年生でも
パソコンでプレゼン資料を作っている
のにはおどろきました。 参加者の声④

ジャパンナイトでは思った以上の来訪者
であったことがまずは嬉しかったです。
盆踊りや合唱は大いに盛り上がり大成
功だったと思います。
皆が我々の企画に積極的に飛びこんで
きてくれ、準備した甲斐がありました。参加者の声②

現地の方々との交流は大変有意義で
した。特のジャパンナイトでの高校生
達とのふいあいは大変楽しいものでし
た。

参加者の声③



　UIFAニュースの紙面でのご挨拶は会長として今回が最後になります。
2014年度に会長に就任して、６年になりますが、長きに渡り皆様方のご指
導、本当にありがとうございました。
　会長に就任した当初、UIFAは創立30周年を迎えようとしていました。
私は歴史あるUIFAのそれまでの積み重ねを大切にしようと思いましたが、
同時に自分の思い描く組織の姿も持っていました。
　その当時から今に至るまで心に抱いていたのは大きく言って

部会の自主性は重んじながらも、部会はUIFAの一部であるという意識を持ってもらい
たい。UIFA全体のために部会同志が協力しあい、まとまってほしい。ひとつの部会の
問題はUIFA全体の問題であり、問題解決のために全体で取り組んでほしい。
自己満足の活動ではなく本当に必要とされている活動、浦安市に貢献できる活動に集中
するべきだ。
そのためには外の声を聴くこと。同じ事の繰り返しではいけない。
２をするためにはUIFAについて外部の人達に広く知っていただく必要があり、外との
パイプを強化したい。
といったものでした。

会長挨拶 浦安市国際交流協会会長　白木聖代

　私はこの６年間何となく会長職を務めていたのではなく、自分なりに組織の在り方を考え
てきました。そして自分の目指す方向に組織を近づけることができたのではないかと思いま
す。
 時代によりUIFAに求められる姿は変わってきます。組織をまとめる人達の考えによっても
目指す姿は変わってきますが、後に続く人達がこれまで以上にUIFAをより大きく発展させ
ていくことと信じています。また、そうであってほしいと祈りながら６年間の会長職を終え
たいと思います。
　皆様ありがとうございました。

１．

２．

３．

　55才以上の人達が色々な活動を楽しめる場所
で、私達はラインダンスというダンスを教えて
いただき一緒に踊りました。
日本から持参した「浦安はる」ちゃんを贈呈し
ました。

ベアドールシニア―センター

　その他にヒストリーセンター、ルーガーデンな
どを訪れました。

第22回
友好の翼
第22回
友好の翼

オプショナルツアーでは
ヘリコプターで市内観光‼

マイアミまで行ってし
まいました。

公式行事、オプショナルツアー、自由時間とすべて充実した「友好の翼」でした。
オーランド市との姉妹都市の関係がこれからも長く続くように願っています。
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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。

６月

外国語講師懇談会

●日時：2020年６月28日 （日）10:30～13:30　
●場所：国際センター

言語学習部会外国語グループ

講師と講座代表が各講座の授業内容や進め方等について情報
交換し、交流します。

2020年度前期スキルアップ講座

●日時：2020年６月７日 （日）10:30～12:30
６月14日 （日）10:30～13:30

言語学習部会日本語学習支援グループ

日本語学習支援グループのボランティアの知識やスキル向上
のための講座です。

●場所：国際センター

５月
2020年度UIFA総会・交流会
UIFAの2019年度の活動報告、2020年度の活動計画等を審議。
その後会員相互の交流会を開催します。

総務部会
●場所：文化会館３階　中央会議室・大会議室

●日時：2020年５月23日（土）
　　　　総会13:30～14:30　交流会14:40～16:00

コロナウイルス感染予防対策
　全世界に感染が拡大している新型コロナウイルス
感染の拡大防止の行政指導等を受けて、浦安市国際
交流協会は３月に予定されている全事業を中止・延
期としました。今後の事業については催行の予定で
　準備を進めておりますが、今後、状況の変化によ
り縮小・延期・中止されることもあります。
　皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

UIFA役員（会長・副会長）候補の選挙結果
　2020年５月任期満了となる会長の改選及び副会長
の補充選挙を行った結果、いずれも立候補者が定数
を超えないため無投票当選により、以下の当選者が
確定しました。
会長:小西英雄（新任）
副会長：谷原満里子（新任）    （選挙管理委員会）
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業報告事

英国車いすバスケットボール
女子オリンピックチーム　

歓迎会
日時：2020年２月７日（金）16:30～19:30
場所：シェラトングランデ東京ベイ
　２月７日英国女子車いすバスケ女子五輪チームが
事前キャンプのため浦安市に到着しました。歓迎レ
セプションでの日本文化体験イベントとして選手、
コーチ、役員全員が華道体験を行いました。浦安市
華道協会の皆様の指導で桜とチューリップという季
節を先取りする可愛い花材を用いて各自のテーブル
に様々の生け花が完成。日本の生け花の美しさと各
自が自分の作品を完成できたという喜びで英国チー
ム全員が大満足。作品とともに沢山の記念写真を取
り合って飛行機での長旅の疲れも吹き飛んだ様子の
笑顔でした。

小学生交流会
日時：2020年２月10日（月）10:00～11:30
場所：浦安市総合体育館
　２月10日総合体育館に大歓声が広がりました。北
部小学校４年生の130人以上が集合、英国女子車い
すチームとの交流会が開催されました。選手たちの
指導のもとに全員が４チームに分かれて車いすバス
ケの体験です。ほぼ全員が初めての競技用車椅子体
験で我々10名の翻訳通訳部会員もサポートに汗だく
でした。興味津々な子供たちは選手たちに山のよう
に元気な質問を投げかけていました。最後には全員
が無事車いす体験を終了。「有難うございました」
の子供たちの大声にかけがえのない体験の充実感が
感じられました。　　　　　　　

（翻訳通訳部会）
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業報告事

2020年度前期外国語講座募集
日時：2020年3月14日（土）～15日（日）
場所：国際センター入口前
　新型コロナ感染対策のため、例年と異なる会費収
受方法の採用や受付混雑緩和への会員のご協力を得
て、９言語21講座の2020年度前期受講生募集を行う
ことができました。合計287名の受講申し込みで、
ハングル中級他７講座が定員に達しました。
　追加募集は４月28日(火)までUIFA事務所で行って
います。ホームページで追加募集人数を確認の上、
事務局までお申し込みください。

UIFAホームページ
http://www.uifa-urayasu.jp/

外国語講座見学会
日時：2020年２月４日（火）～２月29日（土）
　受講生募集に先立ち講座見学会を実施しました。
新型コロナウイルス対策のため見学会の開催を取り
やめた講座もありましたが、17講座で実施され、期
間中に60名が訪れ、授業を体験するなど有意義な見
学会となりました。

（言語学習部会外国語学習グループ）

日時：2020年１月10日～12日
　千葉県からあっせんを受け、毎年秋に受け入れ
ているマレーシアの高校生の来日ホームステイプ
ログラムですが、今年は秋のスケジュールが合わ
ず、年明けすぐの実施となりました。
　受け入れたのはSMKセリ・ビンタン・セラタン
校の生徒たち16名。11月のオーランドDr.フィリッ
プス生プログラムの終了直後に募集を始めたにも
かかわらず、オーランドの熱気さめやらぬホスト
ファミリーの方々を中心に14家庭が手を挙げてく
ださいました。

マレーシア高校生ホームステイ
　今回は週末の２泊３日と、いつもより余裕のあ
るホームステイだったことに加えて、１人１家庭
の滞在も実現し、生徒たちとホストファミリーの
方々との交流は、とても充実したものとなったよ
うでした。
　また、中日の11日は朝から郷土博物館の見学と
イオン新浦安でのショッピング、そしてたまたま
当日朝から開かれていた美浜南小学校のおやじの
会による、どんと焼きと餅つき大会への飛び入り
参加も実現し、日本の伝統的な生活文化をたくさ
ん体験できたプログラムとなりました。
　ご協力いただい
た各ホストファミ
リーの皆様、そし
て美浜南おやじの
会の方々に厚く感
謝申し上げます。

（ホームステイ部会）

オーランドランナーウエルカムパーティー

日時：2020年２月２日（日）
場所：東京ベイ東急ホテル
 　２月２日に第29回東京ベイ浦安シティマラソ
ンが行われ、姉妹都市オーランドから５名のラン
ナーが参加しました。その夕刻に浦安ランナーズ
クラブ主催のオーランドからのランナー達のウエ
ルカムパーティが東京ベイ東急ホテルで行われま
した。UIFAからは会長が出席しました。
　浦安ランナーズクラブとオーランドランナーズ
クラブは1996年に姉妹クラブ提携をし、それ以降
交流が続いています。姉妹都市交流がこのような
形で続いていることは素晴らしいことです。

（本部）
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アジアン＆ロシアンカフェ

日時：2020年２月２日（日）10：00～12：00
場所：国際センター
参加者：講師４名
　　　　受講生50名、会員含む市民100名
 アジア系言語（ベトナム語、ハングル、中国語、
インドネシア語）とロシア語の会話を気軽な雰囲
気で体験してもらい、またそれぞれの国の文化を
理解してもらうことを通し、UIFAの語学講座へ
の応募につなげることを目的に例年この時期に開
催しています。今回は、国際センター共催「国際
センターフェスティバル」の午前の部とし、セン

ターの協力による各講座をめぐるスタンプラリー
を実施したことから、会員を含む延べ100名の市
民の参加を得て各国の茶菓を楽しみながら、講座
PRなど有意義な会となりました。
　講座間の交流も行われ、各講師から講座の進め
方や授業の雰囲気等の紹介、受講生による「すみ
ません」「ありがとう」の基本フレーズを通した
受講成果の披露もあり、２時間があっという間に
過ぎました。４月からの受講生の増加を期待して
いるところです。

（言語学習部会外国語学習グループ）

正月の会

日時：2020年１月25日　14:00～17:00
場所：文化会館和室・茶室
　明海大留学生向けの文化部恒例のイベントでし
たが、今年度は日本語学習者、明海大留学生、県
立浦安南高生、市内在住外国人と、年齢や国籍の
違う方々に参加頂きました。新しい試みとして部
会員では賄えない着付けの補助、ヘアメイク、茶
道体験をUIFAメールで呼びかけて、市民の方々に
お手伝い頂きました。また、「友好の翼」参加の
皆さんは、Dr.フィリップス高校のジャパンナイト
で行う、日本の遊びや茶道、書道を披露する為、

リハーサルを兼ねてご協
力頂きました。
　始めて振袖を着た皆さ
んは、顔を輝かせて、少
しでも長く着ていたいと
喜びの表情で語っていま
した。また文化会館茶室
でのお点前で、茶会の雰
囲気を味わう事ができました。たくさんの市民の
皆様のご協力を頂き楽しい会になりました。

（文化交流部会）
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編集後記
広報委員会が発足しました。協会
ニュース発行・ホームページ更新、そ
のほか協会の広報関係を担当する事に
なります。よろしくお願いします。

（広報委員会 大森）

業報告事

ミニセミナーNO.4「浦安市女性ランナーの体験談」
静と動のバランスを大切に

日時：2020年2月22日 15:00～16:30
場所：UIFA事務所
　講師阿部明美氏は、2019年浦安シティマラソン・
ハーフ40代女性コースで１位に輝きました。マラソ
ンだけでなく、茶道、華道にも造詣が深い彼女の経
験では、これらは共通していることも多く、いず
れも大会が「動」であればその準備は「静」と言え
る。準備万端が大切との体験談でした。（総務部会）

地域交流サロンNO.2
世界の家庭料理「イスラエル編」

日時：2020年1月19日   場所：国際センター
　講師はシガールショーさん、合気道研修のため来
日。参加者は24名。ピッタ・ファラフェルというク
レープで野菜を包んだものをみんなで、料理し賞味
しました。今回、材料は、一部東京のレストランか
ら購入したこともあり、味は最上でした。食材に気
を奪われ、イスラエルの国柄については、時間がな
く残念ながら話題になりませんでした。（総務部会）

NPOウイークパネル展示会

日時：2020年２月16日～23日 １０：00～17：00
場所：市庁舎1階ホール
　毎年、市民活動センター主催で行われるNPOウイ
ークの展示に初参加。500人ほどの市民が、展示を
みて、「こんな活動をしている市民団体があるので
すね」「やってみたい活動があります」という声も
聞かれた。UIFAの活動を知っていただく良い機会
になり、多団体との交流もでき、有意義な一週間と
なりました。是非、来年も続けていけたらと思いま
す。センターでは、ワークショップも開かれ、各団
体が工夫を凝らして、生き生きと活動されていまし
た。 　　　　　　　　　　　　　 　（総務部会）

災害時外国人サポーター養成講座

日時：2020年１月19日、26日
場所：市役所10階　協働会議室
　市役所UIFA共催。毎年実施されている多文化共
生のイベントです。UIFA参加者は、２日間で日本
人30名、外国人10名。
　災害時における情報弱者である外国人に対して、
避難所などで、やさしい日本語で、どのように情報
を伝えるか、専門家の講義の後、実際に外国人も交
えて体験しました。　　　　　　　　（総務部会）
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