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sun

第23回市民まつり
「習志野きらっと2016
「習志野きらっと2016」
が開催されます

きらっとサンバパレードにＮＩＡチームで参加して
一緒に踊りませんか
会場にＮＩＡのＰＲブースも設けます
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日時：7月17日（日）午前9時～午後9時
会場：旧市役所前グラウンド周辺・市役所通り
お問い合わせは事務局へ

8/20
sat

外国人学習者と日本語ボランティアのみなさんが
ゆかたを着て踊ります。着付けも指導します
日時：8月20日（土）
午後4時～午後9時
会場：京成津田沼駅前広場
参加お問い合わせは事務局へ

ＮＩＡ日本語教室部会の親睦会で
津田沼盆踊り大会に参加します

タスカルーサ市青少年訪問団が来習しました
姉 月16日（木）午後、一行は長旅の疲れも見せず元気で成田空港到着ロビー
妹都市タスカルーサ市から青少年訪問団が習志野市にやってきました。6

に現れました。今回は、高校生19人と付添の教師1人、それに姉妹都市協会理事
でおなじみのリサ・キーズさんの21人。高校生たちは初めての日本に緊張と興
奮が伺えます。早速、市消防庁舎講堂での簡単な歓迎式
に臨み、待ち望んでいたホストファミリーとの対面が行
われました。双方、これからの生活に期待をふくらませ
ているようでした。
17日は、朝から市長、議長、教育長を表敬訪問し
た後、サンロード6階で歓迎レセプションが行わ
れ、NIA会長をはじめ多くの方の歓迎の言葉を受けまし
た。訪問団の高校生がひとりずつ紹介され、「初めまし
て」「よろしくお願いします」などの日本語であいさつ
を述べると、出席者から大きな拍手を浴びていました。会場には、7月に派遣さ
れる市内高校生も参加、歓談の時間には談笑の輪ができていました。

翌

2016年度
月

通年

５月

６月

７月

８月

開催日

行事等内容
チャット de ALT ＜英語でおしゃべりする会＞

会員

毎週月曜日

梅花会（中国語学習会）

会員

毎週水曜日

ブラッシュアップ講座（英語講座）

会員

毎週火曜日

NI-Youth定例会議

会員・一般

右記 月参照

英語交流会（6,10,1月） ＜チャット de ALTの拡大版＞

会員

右記 曜日参照

日本語教室：初級（月・水・木）、漢字（火）、小・中学生（土）

日本語学習者

右記 月参照

ふれあい掲示板NEWS発行（4,5,6,7,8,10,11,12,2,3月）

日本語学習者

15日

総会、会員の集い

会員

29日

国際フェスタCHIBA参加（NI-Youth）

会員・一般

5,6,7月

春期語学講座（英語Ⅰ、英語Ⅱ、韓国語、中国語） 募集終了

会員・一般

5/30、6/1

日本語教室（あすなろ会：華道教室）

日本語学習者

日本語ボランティア研修会

日本語ボランティア

16日～27日

タスカルーサ市青少年訪問団受入

会員・一般

24日

フライデーサロン

会員

世界の家庭料理

会員・一般

上旬

日本語教室（七夕まつりとスピーチ茶話会）

日本語学習者

17日

きらっとまつりサンバパレード参加、展示

会員

21日～8/3

習志野市青少年海外派遣

会員・一般

8,9,10,11,12月

日本語ボランティア養成講座 ＜7/15まで応募受付中！＞

会員・一般

20日

学習者と日本語ボランティアの懇親会（盆踊り参加）

日本語ボランティア

23日～30日

姉妹都市提携30周年記念市民訪問団派遣

会員・一般

日本語ボランティア研修会

日本語ボランティア

日本語教室「世界を知ろう」授業型
9,10,11月

<小学生と日本語学習者が交流>

日本語ボランティア

秋期語学講座（英語Ⅰ、英語Ⅱ、韓国語、中国語） 募集終了

会員・一般

ふれあいまつり

会員・一般

3日、5日

日本語教室（あすなろ会：書道教室）

日本語学習者

27～31日

タスカルーサ市公式訪問団受入

会員・一般

桜まつり 俳句・絵画コンテスト募集

会員・一般

日本語教室「世界を知ろう」イベント型
１１月
14,16,17日
１２月

１月
1,2,3月
２月

参加対象

毎週月曜日

９月

１０月

事業予定表

<小学生と日本語学習者が交流>

日本語ボランティア

ミニバスハイク

会員・一般

日本語教室（あすなろ会：茶道）

日本語学習者

クリスマス会（NI-Youth）

会員・一般

世界の家庭料理

会員・一般

日本語教室（新年茶話会）

日本語学習者

冬期語学講座（英語Ⅰ、英語Ⅱ、韓国語、中国語） 募集終了

会員・一般

文化講演会

会員・一般

詳細は事務局にお問合せください。日時は変更となる場合があります。参加募集はNIAホームページで行います

NI-Youth が パ ー ク ゴ ル フ 大 会 を 開催 しました

小口 雄大（NI-Youth）

私 流を意識してイベントを企画 こ のルイスさんだけでした。私
た ちNI-Youthは 毎 回 国 際 交

しています。言語の違いを越え、ま
た英語や他の外国語の上達に繋が
るような企画です。
回は5月14日(土)、茜浜パー
ク ゴ ル フ場 でNI-Youth主 催
のパークゴルフ大会を開催しまし
た。参加者は10名。3人ずつのグルー
プに分かれてコースを回りました。

今

の日の外国人はメキシコ出身

のグループはルイスさんと神田外
語大生2人でしたが、終始英語で、ゴ
ルフ以外に趣味の話などでも盛り
上がりました。英語の非母語話者同
士が英語でコミュニケーションを
とる経験を通して、私はこれからの
世界における英語の大切さを実感
しました。

NI-Youth が 国 際 フ ェ ス タ
C H I B A に 参加 しました

今年度N I - Yo u t h
が 目指 すもの

村上 由実（NI-Youth）

吉田 詩織（NI-Youth代表）

月29日（日）、NI-Youthは神田外語大学で開催された国際フェ
スタCHIBAに参加しました。国際フェスタCHIBAは国際交
流・協力団体による活動紹介やフェアトレード商品の販売などを
行うイベントで、今回は28団体が参加しました。会場内の1教室に
ブースを出展し、スタンプラリーにも参加しました。ブースには小
さな子どもからお年寄りまでたくさんの人が訪れました。これま
でNI-Youthが開催してき
た留学生や外国人との
様々なイベントの様子を
展示・説明しました。会場
にはボランティア団体の
参加も多く、多くの人が他
人のためにできることを
しようと努力しているの
を見て勉強になりました。

5

たちNI-Youthは国際交流を目的とした
イベントを企画し、習志野市内外の留
学生、日本人学生の交流の場を提供してい
ます。「外国の人と交流したい」「日本人の
友達が欲しい」といった日本人学生や留学
生のニーズを満たすイベントをこれまで多
く企画、運営してきました。昨年度はバーベ
キュー、クリスマスパーティなどを行いま
した。イベントは大成功でした。
ベント自体の質を高めていくのも毎回
の目標ではありますが、そのイベント
に参加してくれる人がいなければ意味があ
りません。今年度は活躍の場を広げるチャ
ンスとして、もっとNI-Youthの認知度を上
げていくことが最大の目標です。

私

イ

2016 桜まつり 俳句・アートコンテスト入賞作品
アラバマ大学主催

俳句コンテスト

テーマ：祝賀、Celebrate

<小学校低学年の部>
<小学校高学年の部>
1位 藤井 大和 大久保東小学校
1位 角田 彩乃 大久保東小学校
はつ日の出 今年は打つぞ ホームラン
菜の花が 揺れるぐらいの 産声が
2位 河治 まな 大久保小学校
2位 杉山 りの 谷津小学校
生まれたよ ずっと待ってた 弟が
桜さく 笑顔の花咲く 入学式
3位 平 寧々 大久保小学校
大みそか じょ夜のかねまで おきてるぞ

タスカルーサ市主催

<中学生の部>

アートコンテスト

<成人の部>
1位 川上 浩司
弾き慣れし ピアノの上に 鏡餅
2位 佐藤 倭子
樽酒や 成人の日の 木遣り歌
3位 真鍋 元禄
獅子舞に 上がる歓声 多国籍
4位 小林 清華
花嫁の 卓に溢るる 冬薔薇
◆参加者 小学生1,968名、成人18名

テーマ：ふれあいから生まれる平和
<高校生の部>

1位 松永 夕露

2位 岩谷 幸佳

東邦大学付属東邦中学校

東邦大学付属東邦中学校 東邦大学付属東邦中学校

3位 前田 桜子

東邦大学付属東邦中学校

オリーブの木の下で

平和な世界

笑顔がみたい

想像

佳作 竹内 怜

佳作 津田沼高等学校20名
平和

◆参加者 中学生11名、高校生4名＋1グループ

日本語教室部会 の 華道教室 が 開 かれました
佐々木 千恵子（日本語教室部会）
志野市国際交流協会日本語教室あすなろ会主

習 催の華道教室が5月30日と6月1日に開かれまし
た。前回までは12月に開かれていたため冬の花材で
したが、今回の花材は、夏のお花の代表格のひまわ
り、カンガルーポー、モンステラ、ゴールドスティッ
ク、ソリダスターの5種類です。
師の木下弘子さんが「水盤の幅と高さを足して
1.5倍した一番長い枝を真といいます。それの4
分の3の長さを副、その4分の3の長さを控とします」
との「生け花の基本」を説明。参加した日本語ボラ
ンティアと学習者の皆さんはそれを真剣に聞いて
いました。カンガルーポーを「基本」の長さに3本
切って、剣山に生けたあとは、思い思いにひまわり、
ゴールドスティック、モンステラ、最後に剣山を隠
すようにソリダスターを生けていきました。
材がすべて外国のものだったので、「和のテイ
ストをうまく出せるかな。葉の少ない直立した
花材が多く、茎の太さに比べ花が大きく重たくて扱

講

いが難しいかな」と、ちょっと心配しました。「ひ
まわりが重たくて倒れそう。角度を変えれば大丈
夫！」
「ソリダスターが細すぎて剣山に刺さらない。
束ねればいいのね」などと工夫しながら和気あいあ
いの雰囲気の中、出来上がった自分の作品に「う
わー、きれい！」の言葉があちらこちらからあがり
ました。包んだお花を大事そうに抱えて見せた参加
者の笑顔がとても素敵でした。

花

投稿

タスカルーサ青少年訪問団 との 交流 を 期待 して
長安 信明（NIA会員）

タ 団も習志野市および周辺だけでなく、日光や東京、富士吉田など他地区への訪問でより広く深く日
スカルーサ青少年訪問団の高校生たちが今年も習志野市を訪れることを大変嬉しく思います。訪問

本の自然や文化、社会の動きを勉強され理解が深まることは素晴らしいと感じます。
前、私が交流部会で担当していたとき、タスカルーサ代表団リーダーのリサ・キーズさんや高校生た
ちに、全国の神社仏閣など旧所名跡の英文の資料や相撲雑誌などを提供したことがありました。その
後、訪問団は京都に訪問するようになりました。私もそのお役に立てたとすればとても嬉しいことです。
回は日光へ行く予定と聞いています。タスカルーサの高校生たちに日本の文化、歴史をよく理解して
親しみをもってもらいたいと思います。それは観光という面にとどまらず、やがて国際交流の輪を広
く大きくすることに寄与すると信じています。

以

今

日本語ボランティア養成講座開講 のご 案内
◆日時 8月18日～12月15日
毎週木曜日 午前9:30～午後12:30
全16回 （9/22、11/3は休講）
◆場所 菊田公民館、サンロード津田沼
◆対象 受講後に習志野市国際交流協会に入
会し日本語ボランティアとして活動できる方

広報
から

◆定員 20名（会員に達しないときは開講し
ない場合あり）
◆受講料 12,000円
（別途テキスト代5,400円）
◆締切 7月15日（金）までに事務局へ
TEL 047（452）2650

メールマガジンに読者登録を

●

スクウェアの電子版「メール・スクウェア」を毎月１回、配信しています。無料です。
配信停止も自由です。配信をご希望の方はPCメールアドレスniasquare@jcom.zaq.ne.jpまで。
●

原稿をお寄せください

イベントや活動の報告、雑感、国際交流の体験など。投稿は事務局またはniasquare@jcom.zaq.ne.jpへ。
●

スクウェア編集部員を募集しています 一緒に広報活動をやってみませんか。経験不問です。

