
　世界ふれあいシリーズと
して、本年度第１回「ミャン
マーへようこそ」を6月16日
（日）に開催しました。７月
14日（日）のユニバーサル
ジャパンへのバス旅行には
45名の市内で働いている

外国籍住民が参加しました。9月のヤミー市では、ゲルを設
営し、写真撮影などを行いました。
　また、９月14日（土）に焼津文化会館で「青年海外協力隊
帰国報告会」を３名の隊員により開催しました。今後「フィリ
ピンへようこそ」（12月）、「恵方巻教室」（2月）、「生け花教
室」（3月）、「モンゴルの小学生との文化交流」（3月）を予定
しています。

　９月29日（日）に消防防災センターで「外国人住民のための
防災セミナー」を開催し、中国、ベトナム、ミャンマー、インドネシ
ア、ペルー、ネパール出身の52名の皆さんが参加されました。
　参加者は、地震、津波についての説明を受けた後、施設内
で起震車や風水害を体験し、昼食には、アルファ米を準備し
試食しました。午後には、AED講習や搬送法・初期消火の訓
練、119番通報の流れの説明を受け、参加者はとても積極的
に取り組んでいました。
　参加者からは「母国でも地震はあるが、防災について学校
で学んだり訓練をすることはあまりない。日本はすごい。」「今
回学んだことを母国のみんなにも教えてあげたい」等の感想
がありました。

　タイ・ミャンマー国境の厳しい
環境の中、学校がないため家族
と離れ、寮のある学校で学び、
夢に向かって頑張る子供たち。
　そんな健気な子供たちの夢を
叶えようと、奨学金支援をし、毎
年必ず会って激励を続けていま
す。学校のこと、成績のこと、将
来の夢等、目を輝かせて話す子
供たち。今年で、先生９人、看護
師３人、国家公務員試験合格４

人と、子供たちは結果で応えてくれています。鍵盤ハーモニ
カ等の贈呈など、先生や学生とも交流しています。
　活動に関心のある方、ご連絡をお待ちしています。

＜数年ぶりに友好訪中団を派遣します！＞
　当協会は、中国との草の根
レベルでの親善活動を行って
います。今年は、「焼津市日中
友好訪中団」の派遣が決定し、
11月8日～11日に中国の内陸

部「西安」を訪問します。西安では、世界遺産の見学等のほ
か、来日予定の技能実習生が学ぶ研修施設への訪問や日
本語を学ぶ現地の大学生との交流会も計画されています。
　また、毎年恒例の気功教室も大村公民館で開催します。
中国に興味のある方はぜひ当協会にご入会ください。

　6月16日（日）に焼津公民館で
焼津市スポーツ課のヤンジカさん
を講師に開催しました。簡単なモ
ンゴル語の学習やモンゴルの
スーパーフルーツを使用した
ジュースなどの試食などを行いま
した。また、クイズの成績優秀者
による伝統衣装デールの試着も
行われました。

　6月30日（日）に焼津公民館で
アメリカ出身のシェフ、リチャード・
ペティさんを講師にアメリカ南部
料理を英語で学びました。参加者
は、初めて作るアメリカ南部料理
に興味津々で、英語で熱心にコ
ミュニケーションをとろうとする姿
が印象的でした。

　7月28日（日）に焼津市と共催
で、外国につながりがある小中学
生に向けた進路説明を大井川公
民館で開催しました。外国にルーツ
を持つ高校生、大学生が講師役
で、進学のポイントを説明しました。
「疑問が解決した」、「高校に行く
のが楽しみになった」などの感想
がありました。当日は、同会場で多
文化共生を考える焼津市民の会
「いちご」と「しゅくだいひろば」を
共催しました。

　8月10日（土）にワールドプラザと
共催で、焼津文化会館において世
界各国で、遠く離れた学校に通う子
どもたちの姿を追ったドキュメンタリー
「世界の果ての通学路」上映会を開
催し、約300名の参加がありました。
冒頭佐藤教育長より、焼津市の通
学路は、学校、地域の協力で安全が
守られていること、夢をかなえるため
の教育の必要性についてお話があ
りました。
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消火器を使った
初期消火の訓練

市長表敬訪問時の集合写真

外国籍住民数
（8月末）

●年会費／団体会員：5,000円
　　　　　個人会員：1,000円
●問合先／焼津市国際友好協会
　　　　　（焼津市役所 市民協働課内）
　　　　　☎054-626-2191

国籍別割合
　焼津市には、５０ケ国の外国籍住民が生活
しています。５年前と比較すると、外国籍住民
数は約１．４倍となっています。

焼津市国際友好協会では、当協会
の活動に賛同し、協力してくださる
サポーターズクラブ会員を募集して
います。 会員には、協会情報誌「協
会だより」の配布や協会主催講座
の優先参加等の特典があります。

焼津市で活躍する国際友好団体の活動

焼津市に暮らす外国籍住民

焼津市国際友好協会の活動

会員募集外国人住民のための
防災セミナーを開催しました。

モンゴルの文化と簡単モンゴル語

認定ＮＰＯ法人
タイ王国教育支援組織ＳＨＩＤＡ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎054-624-3194（杉山宅）

国際生活文化交流
ワールドプラザ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎054-628-5095（長房宅）

焼津市日中友好協会
ホバート市へ学生を派遣草の根レベルの友好活動を

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎054-626-2191（市民協働課）

　７月24日から８月２日まで９泊10日の日程で市内の中高生
７人がオーストラリアの姉妹都市ホバート市を訪問しました。
　学生はホバート市内の家庭にホームステイをしながら学校
体験や文化体験を行い、現地の学生らと姉妹都市の絆を深
めました。

焼津・ホバート友好協会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎054-626-9412（文化・交流課）

アメリカ南部料理を
作ろう

進路ガイダンス 「世界の果ての通学路」
上映会
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４，３２０人
３，０３２人

その他/479人
11.1％

ミャンマー/143人
3.3％

ペルー/193人
4.5％

中国/466人
10.8％

ベトナム/489人
11.3％

フィリピン
1,744人
40.3％

ブラジル
806人
18.7％

●発行　焼津市国際友好協会（焼津市市民協働課内）

〒425-8502　静岡県焼津市本町2-16-32　TEL 054-626-2191
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Jamile Dahab

日本舞踊

モンゴル楽器演奏

白玉豆乳しるこアメリカ南部
料理シェフ

 

ペティさん

フォトスポット（イメージ）

【主催】焼津市国際友好協会　焼津文化会館
【協賛】焼津・ホバート友好協会　
　　　国際生活文化交流ワールドプラザ
　　　焼津市日中友好協会

市内最大の国際交流イ
ベント！

今年もやります。2市内
外のアーティストやダンス

チームが集結し、

国際色豊かなステージが
繰り広げられるよ！

フォトスポットを新設。世
界の民族衣装を着て写真

撮影ができるよ。

世界の食や体験コーナー
も盛りだくさん♪

地域で生活する皆さんの
背景にある文化の多様性

を肌で感じて

ください。

112019年
時間/11：30～16：00ごろ
場所/焼津文化会館 小ホ－ル・展示室24日

ポルトガル語  Português
Data: 24 de Novembro (dom.)－
　　  das 11:30 às 16:00 horas
Local: Yaizu Bunka Kaikan
         (Yaizu-shi Sangamyo1550)    

Entrada: Grátis
Conteúdo: Barracas de comidas, várias
              apresentações, etc.

タガログ語 Tagalog
Petsa: Nobyembre 24 (Linggo)
　　　11:30～16:00
Lugar: Yaizu Bunka Kaikan
         （Yaizu-shi Sangamyo 1550）

Entrada: Walang Bayad
Naangkop: May tindahan ng pagkain, iba’t 
               ibang mga palabas sa entablado 
               atbp.

ビサヤ語 Bisaya
Petsa: Nobyembre 24 (Domingo)
　　　11:30～16:00
Lugar: Yaizu Bunka Kaikan
         （Yaizu-shi Sangamyo 1550）

Entrada: Walay Bayad
Ginasakopan: Adunay tindahan sa pagkaon, 
                   lain-laing mnga kalingawan sa 
                   entablado ug uban pa.

英語  English
Time: November 24th (Sunday)
　　  11:30～16:00
Place: Yaizu Bunka Kaikan
         （Yaizu-shi Sangamyo 1550）

Admission: Free
Contents: Food stands, various 
              performances on the stage and 
              more!

スペイン語  Español
Fecha y hora: 24 de Noviembre (dom)
                   11:30 a 16:00 
Lugar: Yaizu Bunka Kaikan
         （Yaizu-shi Sangamyo 1550）

Entrada: Gratis
Contenido: venta de comidas, diversos
               espectáculos artísticos, etc.

中国語  中文
时间: 11月24日（日）11:30～16:00
地点: 焼津市文化中心
        （焼津市三ヶ名1550）

参加费: 免费
内容: 食物的销售、各种各样的舞台

【お問い合わせ】
焼津市国際友好協会事務局（焼津市市民協働課内）

TEL：054－626-2191
E-mail:kyodo@city.yaizu.lg.jp

韓旅・韓の食卓　イェッコル
オーイサップ・マンダレー　レストラン
INDIAN RESTAURANT Gandhi
ホーセンパパ・PJCT・長峰製茶株式会社
T&Mミャンマー雑貨・Blue＆Mongolia
月のつばさ ほか

出店予定店舗

2 0 1 9
ステージイベント 11:30～ 場所/小ホールステージ

世界の料理・販売など 11:30～ 場所/小ホールほか

体験・展示 11:30～ 場所/展示室ほか

世界のステージ 日本文化のステージ
★モンゴル
★フィリピン
★インドネシア
★ネパール
★中東
★キリバス
★スペイン
★コロンビア

★ブラジル

★ラテンアメリカ

モンゴル楽器演奏　Blue＆Mongolia
バンブーダンス
インドネシア舞踊
ネパール舞踊
ベリーダンス  Kagura Belly Dance Studio
キリバスダンス
フラメンコ　常葉大学フラメンコ部
コロンビアダンス  
GRUPO FOLCLORICO COLUMBIA EN CARNAVAL
カポエイラ   MB  TEAM
サンバ　　 Jamile Dahab Samba Show
サルサ

三味線演奏
書道パフォーマンス
和太鼓
日本舞踊

ハレルヤ
鞠書園
女組太鼓　結華

その他のパフォーマンス
合唱
キッズダンス
R＆B＆ガールズダンス　　

焼津市少年少女合唱団ゆりかもめ
Dreams T ダンススタジオ
ＧＥＮＥＳＩＳ

世界の料理
★韓国料理　チーズホットドック（450円）、白菜キムチ（300円）
★タイ料理　パパイヤサラダ（500円）、タイ弁当（500円）
★ベトナム料理　鶏肉のフォー（500円）、豚肉のバインミー（500円）
★ミャンマー料理　モヒンガー（500円）、牛タンカレーとパンセット（500円）
★インド料理　チキンティカ（200円）、サモサ（200円）
★イラン料理　キャバブサンド（600円）
★アメリカ南部料理　チキンガンボ（500円）
★ジャマイカ料理　ジャークチキン（300円）、ジャークチキンハーフセット（500円）
★和のメニュー　タピオカグリーンティーミルク（450円）､白玉豆乳しるこ（350円）

★世界の飲み物
　ネパールミルクティ・ブラジルコーヒー・日本茶
★フォトスポット
★モンゴル国ブース
★世界の民族衣装体験
★ネームカードづくり　
★メッセージボード
★多文化ワークショップ

イベント内容は予定です。出演団体・出店予定店舗、販売メニューが変更になる可能性があります。

はあとふるYaizu
イベントキャラクター

ヤッキー

雑貨販売など
ミャンマー雑貨、モンゴルのおみやげ、メヘンディアートなど

注目の
若手三味線奏者
ハレルヤ

民族衣装を着てインスタ映え

自分のなまえを外国語に変換してカードを作るよ！

モンゴル国
ブース

（主なメニュー。ほかにも各種メニューがあります。）
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