
1

ぼろんてぃえ

2015年11月 Vol.89 編集/発行　㈶町田市文化・国際交流財団 町田国際交流センター

Volontiers！の由来：誘われたとき、 頼まれたとき「喜んで！」と笑顔で応えるフランス語
ぼろんてぃえ ゆ らい さそ たの よろこ え がお こた ご

現在の会員数（10/26現在）

個人会員　240名　　学生　18名
賛助会員    376口　　団体　16口

計　650 名 / 口

㈶町田市文化・国際交流財団　町田国際交流センター
〒194-0013 東京都町田市原町田4-9-8町田市民フォーラム4Ｆ
 TEL042（722）4260/FAX042（722）5330
 h t t p : / / w w w . m a c h i d a - k o k u s a i . j p
 E - m a i l : i n f o @ m a c h i d a - k o k u s a i . j p

■日　時：12月6日㈰ PM1:30～PM3:30（受付）
　　　　　Date/Time : Dec.6（Sun）13:30～15:30（Registration）

■会　場：町田国際交流センター　Place:Machida International Center
　　　　　 TEL 042-722-4260/FAX 042-722-5330 /E-mail:soudan@machida-kokusai.jp

法律相談（ビザ、在留資格、国際結婚・離婚など）。健康保険、雇用保険、年金、子育て相談。その他毎日の生活のなかで困っている
こと、聞きたいことなどを、専門家（弁護士、行政書士など）に相談できます。通訳ボランティアもいます。
《通訳言語》英語、中国語、韓国語・朝鮮語、スペイン語、ドイツ語、フィリピン語、フランス語
※相談希望の方は電話またはFAX、E-mailで予約してください。

■問合せ：町田国際交流センター　TEL 042-722-4260
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「まちだ市民国際学」講座 公開講座
平和を築くという仕事　～紛争地と日本にできること～

生涯学習センター
まちだ市民大学HATS

　世界の紛争地に赴き、平和構築を専門とされてきた瀬谷ルミ子氏。
　国連PKO、外務省、NGOなどで勤務、2011年ニューズウィーク誌の世界が尊敬する日本人25人にも選出されました。
これからの世界の中で日本がどのように平和をつくり得るか、一緒に考えてみませんか？
■講　師：瀬谷　ルミ子氏
■日　時：2015年12月3日（木）　PM7：00 ～ PM9：00　
■会　場：町田市生涯学習センター ７階ホール
■対　象：どなたでも
■定　員：30人（申込順）
■申　込：11月2日㈪ PM0:00～ 11月27日㈮ PM11:00に、
　　　　　電話で町田市イベントダイヤル（042-724-5656）へ
■問合せ：町田市生涯学習センター（042-728-0071）
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青年海外協力隊員（JICA）としてブータンに赴任
され、３年間体育教師として小中学校で体育普及を
行い、現在は写真家としてご活躍されている関健作
氏から、「ブータン王国はいま」と題して最新の現地
情報をご報告頂きました。報告会には多数の申込が
あり、当初予定の４F 学習室から急遽３F ホールに
会場を変更しての実施となりました。
世界で一番幸せな国と言われるブータンから学んだ
大切なこととして、５つのお話がありました。

１．人のために行動する
　　ブータンは仏教国であり、学校では、仏教と
ともに生きる上での指針がしっかり教育される。
　　ブータンの教育目標は、「いい人を育てる」こと
であり、いい人とは「人の幸せのために行動する人」
という仏教由来の考え方に基づいている。

２．何もなくてもやってみる
　　体育教師として赴任してみると、現地には体育
道具が何も無かったため、ゴミや野生の竹から色々
な道具を作るなどの工夫をした。ブータン人は、
何もない状態から考えて答えを出すことに長けて
いる。

３．視点を変える
　　世界地図が国によって異なるように、世界の
考え方は多種多様である。異文化に出会った時の

反応は、否定・無反応・面白い（受容）と三つ
あるが、ブータン人はのんびりしており「これで
いいのだ」というものだった。向上心が高く常に
上を目指す日本人とは異なるが、日本人の視点を
捨て、唐辛子を食べブータン語を学び文化に染まる
ように努力した結果、現地に溶け込めることが
できた。

４．人とのつながりを作る
　　ブータン人は家族・知人との会話・繋がりを
何より重視している。現地では大勢の人と会い話を
して、元気・アイディアをもらい孤独を感じること
はなかった。

５．幸せについてのユニークな考え方
　　欲望（自分が欲しいモノの大きさ）と財産（今
持っているモノの価値）とを対比して、財産をさ
らに大きくしようとせずに、欲望を押さえれば
幸せになれるという考え方だった。
　　多数の写真・映像に登場するブータンの子供
たちの、生き生きと輝くような笑顔が最後まで
印象に残りました。約80名の参加者からは、報告
会後も多くの熱心な質問が寄せられ、またアン
ケートでも多くの感想・ご意見を頂き、盛況の
うちに終了しました。

国際理解部会　野村

「ブータン王国はいま」 2015年６月20日㈯ 14:00～ 16:00　町田市民フォーラム３Ｆホール

ブータンの子どもたちの笑顔について話される関氏 ブータンに興味がある多くの方に参加していただきました
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「留学生と世界を遊ぼう」というテーマで、小学校
低学年を対象とした国際理解体験ワークショップを
開催しました。参加者数は、小学校１年生から３年生
までの24名でした。
ワークショップは、１）世界の楽器やおもちゃを
使ったスタンプラリー、２）世界の楽器やおもちゃが
どこから来たのかを世界地図で確認する、３）これ
まで見てきた楽器やおもちゃを参考に工作するという
流れで行いました。１）のスタンプラリーでは10か所
のポイントを作りました。各ポイントには、桜美林
大学の留学生と世界の楽器やおもちゃが待ってい
ます。そこで、小学生は、留学生に教えてもらった
あいさつの言葉を言う、楽器やおもちゃの使い方を
当てるという２つのことがクリアできれば、シール
がもらえます。留学生は、中国、韓国、マレーシア、
ベトナム、ブラジル出身の学生で、小学生にとって
は発音の難しい言葉もありましたが、留学生の言葉
をまねして何回も発言していました。世界の楽器や
おもちゃは見るだけでは想像が難しいものもあり、
苦戦していました。しかし想像が難しいものも、いろ
いろなやり方を試し、楽しんでいました。２）では

留学生を中心に、１）ででてきた楽器がどこの国から
来たのか勉強しました。まだ小学校では国の名前も
勉強していないので、小学生にとっては難しいのでは
ないかと心配しましたが、小学生はとても積極的
に手をあげて、国の名前を当てようと頑張っていま
した。３）の工作は大変盛り上がりました。工作が
苦手な小学生もいるのではないかと思っていました
が、そんなことは全くなく、みんな、次々に材料を手に
取り、オリジナルの楽器やおもちゃを熱心に作って
いました。最後は、作った作品とともに写真を取り、
おみやげにしました。あっという間の２時間で、
小学生のパワーにびっくりさせられました。
今回協力してくれた留学生は、劉千綺さん、朱世博
さん、テイイカンさん、許一超さん、ソ　ソクキョウ
さん、ジェイソン・プアさん、グエンゴーフエンチャン
さん、ネモトミッシェルケイコさんです。また、世界
の楽器やおもちゃは、桜美林草の根国際理解教育支援
プロジェクトからお借りしました。ご協力ありがとう
ございました。

国際理解部会　福島　智子

小学生のための国際理解体験 2015年８月29日㈯　町田国際交流センター 講習室

いろいろな国の人と接することができました

外国の挨拶を覚えました
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夏休みキッズ中国語 2015年8月26日㈬～28日㈮　町田国際交流センター 講習室

「今年も夏季児童中国語があります」と国際交流
センターから聞いたとき、嬉しい半面、不安もあり
ました。また子ども達と会えるのは嬉しく思いま
したが、いま日中関係が悪化する中で、子ども達が
来るだろうかという懸念もありました。
かつてないほどの酷暑を経て、8月26日、この日
を迎えました。20人もの小学生が申し込みをして
いることが分かりました。ほぼ毎日テレビや新聞から、
中国と関連のあることが流れています。殆どが良く
ないニュースです。「中国ってどういう国だと思って
いますか？」「なぜいま中国語勉強会に参加するので

すか？」と直接子ども達に聞いてみませんでしたが、
子ども達の目や顔の表情から知ろうとしました。
最初の挨拶の後、「日本語はあまり上手ではない
から、間違えがあったら、教えて下さいね」と子ども
達に頼みました。みんな手を挙げて「はい」と大きな
声で元気に答えてくれました。私の気持ちは一気に
楽になりました。ありがとう！！感動です！！
３日間、合計３時間の授業をやりました。目標は
簡単な挨拶ができ、中国語を好きになることです。
授業中、絵やジェスチャーで中国語の単語を表現
してもらいました、子ども達は積極的、面白く楽しん

訳　文
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でやりました。
３日目、最後の時間、「これでさようなら」と言い
ましたが、子ども達は誰も席から離れようとしない
のです。そうですね、３時間、短すぎ、私ももっと
もっと子ども達と一緒にいたい、中国語を教えてあげ
たい気持ちがありました。もう一度「さようなら」
と言いましたら、子ども達はゆっくり席から立ちま
した。私が手を伸ばすとハグしてくれる女の子も
いるし、手をたたいてくれる男の子もいました。
なんと純粋、無邪気、可愛い子ども達！！
世界中が平和で国境線のなくなる日がいつか来れば
いいと以前思った事がありました。そして今も思って
います。
町田の子ども達が大好きです、日本の子ども達が
大好きです。

この３日間で、子ども達は中国語を好きになって
くれたでしょうか？好きになってくれて、これから
も好きでいてくれたらと切に願っています。

渡辺　澪

ある日のスペイン語サークル

ある日のアフターファイブ
（ビール・料理は、まだ用意できていませんが…）

スペイン語クラスの紹介
スペイン語サークルは、前半の｢スペイン語圏の
近況｣と、後半の「スペイン語入門」に分かれています。
前半の｢スペイン語圏の近況｣は、政治・経済の
最新トピックス・生活様式・文化を、コーディ
ネーター力作の資料で、プロジェクターを活用して
紹介しています。
その中の「スペイン語の歌」は、サルサからタンゴ

まで、毎回1曲を選んでいます。
この歌は｢スペイン語入門｣の教材にもなります。
後半の｢スペイン語入門｣は、簡単な日常会話、
自己紹介ができることを目的にしています。
参加者のスペイン語を学習する目的は、いろいろ
あります。
スペインのバル(居酒屋)で、“おつまみ”をスペ
イン語で注文したい人、スペイン語圏の訪日客と、
スペイン語で直接コミュニケーションをとりたい
人、来日しているラテンアメリカ系プロ野球選手
のヒーローインタビューを、スペイン語で通訳
したい人、キューバ旅行を予定している人、
2020年の東京オリンピックで、”おもてなし”
ボランティア活動を、スペイン語で行いたい
人・・・等々、さまざまです。
スペイン語サークル終了後に、アフターファイブ

（After 5:00）と称して、有志で、昨年までの
サークル卒業生も交えて、ビール、ワインで咽を
潤し、スペイン料理を楽しみながら、親睦を図り、
情報交換をしています。

時折、講師の先生も出席されますが、その時は、
さながら実践のスペイン語会話教室になります。
スペイン語は、これを母語としている人口が
およそ4億、公用語としている国は21におよぶ
国際的な言語です。
スペイン語を通して、新しい世界が広がって
いきます。

スペイン語サークル　岩上　久雄

先生の質問に元気に答える子どもたち
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「2015年 夏休み Kids えいご」を終えて ８月24日㈪～27日㈭ 町田国際交流センター 講習室

10年目を迎えました「夏休みKidsえいご」。昨年
から、多くの子どもたちが受講できるようにとクラス
を増設し、今年は総勢91名の参加者で、２日間づつ
のワークショップ（１・２年生コースA/Bと３・４
年生コース C/D) を無事に終了することができま
した。リピーターの子どもたちも数人いて、成長した
姿を見て嬉しく思いました。
年々、子どもたちの英語に対する興味も深まり、
身近になってきていることを実感致します。ほとんど
の子どもたちが、小学校で英語に触れているので、
あいさつやウォーミングアップの歌、チャンツにも
すんなりと反応してくれました。定番の歌♪Head, 
Shoulders, Knees & Toes もジェスチャー付きで
上手に歌ってくれました。子どもたちは何度も繰り
返すことによって習得していき、また体感することで、
より一層楽しく学んでくれたことと思います。、1日目
は、マザーグース（英米を中心に親しまれている英語
の伝承童謡）の一つとして知られる♪This Old Man
を取り上げました。数字の1～10まで、one/drum, 

two/shoe, three/knee.... というようにうまくライム
（韻）が踏まれていて、子どもたちは歌詞の内容にあ
まり意味がないナンセンスなところも面白がり、動
作をしながら、何度も歌って練習していきました。
リズミカルな歌の最後はじゃんけんです。２チーム
に分かれてのじゃんけんゲームは盛り上がりました。
２日目はエリック・カール（アメリカの絵本作家）の ”
From  Head  to Toe” の読み聞かせをして、動物や
動作をたくさん学び、ラクダ、あざらし、バッフ
ァローなどの動物も覚え、Fly swatter game（はえ
たたきゲーム）で、チーム対戦しました。負けたチー
ムの子どもたちが皆、気持ちよく勝利チームに拍手
をしてくれていた光景は、とても好感が持てました。
積極的で集中力のある子どもたちがたくさんいまし
た。このワークショップをきっかけとして、ますま
す英語に興味を持ってくれたらいいなあと思います。
また来年のご参加をお待ちしています。
　

Kidsえいご講師　陽田　久美

様々な動物の名前を英語で言ってみました

楽しく英語を体験できました

歌や踊りを取り入れ英語を学習しました
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国際協力部会の活動 国際協力部会　部会長 山口 美知子

2015年11月3日（祝）に第18回国際ボラン
ティア祭「夢広場」が開催されます。
国際協力部会は町田周辺で国際的な活動をして
いるボランティア団体と協力し、講演会や勉強会
などを開催していますが、そのなかでもこの
「夢広場」が一年の中での主な活動です。部会員
は奉仕の心を持っている方、国際的に交流、支援
をしているNPOなどで活動をしている方々で
す。「夢広場」の出展者は、中国・ネパール・
スリランカ・アメリカ・ベトナム・韓国・ハワイ
他等との交流、支援をしている団体、個人の方
で、それぞれ各国の民芸品の販売により売上金を
支援金としたり、活動内容を報告掲示したり、
ステージで各国の音楽舞踊を沢山の方々に見て
楽しんでいただいたりし、異文化を伝えています。
18回目を迎える「夢広場」ですが、第１回目の
開催場所からは変動があり現在はぽッぽ町田で
行っています。３年前くらいにリニューアルされ
手狭にはなりましたが、出展者で会場は一杯になり
ます。「この星に平和と希望を！」のコンセプト
のを守り、毎年開催しています。
「夢広場」の大きな特徴は４つあります。
①毎年特別企画を行う
　今年はネパール大地震支援をテーマとしてその
後のネパールの人々の暮らし、復興状況を最近
支援に行かれたかたから映像などまじえてお伝え
します。
②第３回「夢広場ランチの販売」
　今回はスリランカ武道協会シリ―さん協力の

ストリングホッパ（麺）とカレーです。
③ステージでのパフォーマンス
　今年もケーナ・馬頭琴・朝鮮舞踊・フラダン
ス・キッズゴスペル・ボイストレーニング体験・
ベリーダンス・バルーンアート等を予定してい
ます。
④国際交流センターブースがあります。
　ここでは交流センターの活動を知っていただく
活動をしています。各国の民族衣装体験で来場
者を楽しませてくれます。
協力部会のもう一つの活動は国際的にボラン
ティアをしている団体・個人の講演会を６月頃に
開催しています。毎月1回の運営委員会でセン
ター職員と一緒に、これらの企画など良いアイ
ディアを出し合い、体験を話し合っています。
以上の活動を通してそれぞれの団体、個人の支援
の様子を大勢の方に知っていただけるように活動
しています。一緒にボランティアしていただける
方をお待ちしています。

　町田国際交流センターのホームページでは、 センターが開催
する講演会や外国人向けの相談会のお知らせのほか最新の情報を
提供しています。
　また外国語版のページでは、 「日本語教室」など、 外国人の方々
が地域で暮らすのに必要な情報を英語で提供しています。
　今後も楽しいコンテンツづくりを目指していきます。是非、
ご活用下さい。

ホームページをご覧下さい！！
アドレス　http://www.machida-kokusai.jp
新しい情報がいっぱい !!

　町田国際交流センターのホームページでは、 センターが田 際町 国 交流セ際交流セ際 タ のンターン ホ ムの ジでページで  センは セで タ がン 開催開催開
する講演会や外国人向けの相談会のお知らせのほか最新の情報をる 演 や 国人向けの相談会のお知ら の か 新 情 を
提供しています。提 し い提 すい提提 し す



6才～一部の公演はプレイガイドでもお申込みいただけます。詳しくはホームページをご覧ください。http://www.m-shimin-hall.jp …マークの年齢のお子様よりご入場いただけます。

お問い合わせ・チケットのお申し込みは 町田市民ホール TEL.042-728-4300 発売初日は電話のみの受付です（8:30～ 17:00）休館日 第1、3月曜日（休日の場合は翌日）

ⒸAkira Muto

会場 会場町　田　市　民　ホ　ー　ル
町田市森野2-2-36 小田急線町田駅「西口」より徒歩７分

和 光 大 学 ポ プ リ ホ ー ル 鶴 川
町田市能ヶ谷1-2-1 小田急線鶴川駅「北口」より徒歩３分

和太鼓 東京打撃団

青島広志とみんなでHappy New Year!!

タニケンのファミリーコンサート

クリスマス／アヴェ・マリア すべての人に贈る聖夜の調べ

クリスマス☆ゴスペル2015

発売中 6才～

発売中 6才～ 6才～

日野皓正クインテット

佐々木秀実  シャンソン  コンサート

金子三勇士ピアノリサイタル

春の三派花形落語会

【予定曲目】
J.S.バッハ（グノー編曲）
シューベルト
カッチーニ： 三大アヴェ･マリア
ヴィヴァルディ：「四季」より“冬” 他

【予定曲目】
ジョイフル・ジョイフル
オー・ハッピー・デイ
きよしこの夜　他

グローリー・ゴスペル・
シンガーズ

NHK Eテレ「フック ブック フロー」
“けっさく君”でおなじみの谷本賢一郎

サンクトペテルブルグ室内合奏団

発売中 6才～

10/22㈭発売 6才～

11/18㈬発売 6才～

11/5㈭発売

11/20㈮発売

【予定曲目】【予定曲目】ラデツキー行進曲
劇音楽「ペールギュント」より“朝”
唱歌「富士山」　他

ラデツキー行進曲
劇音楽「ペールギュント」より“朝”
唱歌「富士山」　他

指揮･ピアノ･お話：青島広志
演奏：シアターオーケストラトーキョー室内合奏団
指揮･ピアノ･お話：青島広志
演奏：シアターオーケストラトーキョー室内合奏団

©Gakken Pub

JAZZ LIVE
2016

三遊亭白鳥三遊亭白鳥

発売中 6才～

発売中 6才～

柳家喬太郎柳家喬太郎
撮影：御堂義乗撮影：御堂義乗撮影：御堂義乗撮影：御堂義乗 Ⓒmasako YAMADAⒸmasako YAMADAⒸmasako YAMADAⒸmasako YAMADA

春風亭一之輔
Ⓒmasako YAMADAⒸmasako YAMADA
春風亭一之輔
Ⓒmasako YAMADAⒸmasako YAMADA

圧倒的な迫力の、実力派★和太鼓集団

世界を舞台に活動を続ける
スーパー・トランペッター
日野皓正が鶴川初登場。
会場が一体となる
熱いステージに
酔いしれること必至!!

12月22日㈫ PM6:30開演
入場料 S席6，800円

【予定曲目】 聞かせてよ愛の言葉を
　　　　　 ヨイトマケの唄
　　　　　 愛の讃歌　他

【予定曲目】 ショパン：前奏曲「雨だれ」
　　　　　リスト：ラ・カンパネラ  他

12月24日㈭ PM7:00開演 
入場料 4，500円

公共ホール音楽活性化事業

～美しき愛のうた～

三遊亭白鳥 柳家喬太郎 春風亭一之輔　三人会

2016年1月10日㈰ 
PM4:00開演
入場料 3，000円
            （高校生以下1,500円）

2016年1月16日㈯ PM1:30開演
入場料 3，500円（高校生以下1,000円）

2016年2月14日㈰ PM2:00開演
入場料 1，500円

2016年2月19日㈮
PM2:30開演
入場料 5，000円

2016年1月22日㈮ PM2:30開演
入場料 4，000円

2016年2月16日㈫
PM6:30開演
入場料 3，700円

12月11日㈮ PM2:30開演
入場料 1，500円

※5枚以上同時購入の場合は、1,200円
※3歳以上有料（3歳未満膝上1名まで無料、
  ただしお席が必要な場合は有料）

concertguideduiu digg eu e一般財団法人　町田市文化・国際交流財団 〒194-0022 町田市森野 2-2-36
TEL.042-728-4300　FAX.042-729-6730

※2015年10月21日現在の発売状況です。 コンサートガイド
一般財団法人 町田市文化･国際交流財団は、町田市民ホール・和光大学ポプリホール鶴川・町田国際交流センターを運営しております。


