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○エジプト日本友好会 

○コムニタス福島インドネシア 

○NPO ふくかんネット 

○福島移住女性支援ネットワーク 

○(公財)福島県国際交流協会 

○福島県ユニセフ協会 

○福島市モンゴル会 

○NPO ふくしまスポーツクラブ 

○ふくしま青年海外協力隊の会 

○福島中央ローターアクトクラブ 

○ふくしま・ベトナム友好協会 

○福島ユネスコ協会 

○チームブラジル 

○To-Sanjue 

○中国伝統文化愛好会 

○日中文化交流会 

○HAWAK KAMAY FUKUSHIMA 

○ヒッポファミリークラブ福島 

○NPO ルワンダの教育を考える会 

○レインボーハート福島 

○オリンピック・パラリンピック 

 競技大会福島市推進室 

▲ステージでは、各国の伝統舞踊や

楽器の演奏、流行のダンス、料理の

実演が５団体によって行われまし

た。来場者が参加できる体験タイム

も設けられ、多いに盛り上がりまし

た。 

▲チャリティー企画へもたくさんの

ご協力をいただきました。 

 9月15日(日)AOZで、「結・ゆ

い・フェスタ２０１９」を開催しま

した。大変多くの方にお越しいただ

き、終始賑やかなイベントとなりま

した。 

参加団体 

結・ゆい・フェスタ２０１９の収益金をユニセフへ寄付 
 結・ゆい・フェスタでの料理や雑貨販売等による売り上げの一部を(公財)日本ユニセフ

協会福島県支部へ寄付させていただきました。来年も「結・ゆい・フェスタ」の開催

に向けて、福島市国際交流協会一同、精一杯取り組みたいと考えておりますの

で、各団体の皆様、関係者の皆様の引き続きのご支援・ご協力をよろしくお願い

いたします！ 

来場者数：1800人 寄付金額：２８，２８５円 

▲ブースでは、各国のお料理や民

芸品の販売、文化や活動の紹介が

行われました。外国語クイズや

ゲーム、工作などの体験ブースも

大人気でした！ 



 

 

【事業報告】 ～オーストラリアから素敵なキルト作品が届きました！～ 

 

 

◇問い合わせ◇ 

福島市国際交流協会（福島市定住交流課内） 

 9月29日に福島市民家園で毎年恒例のイベント「和体

験」を実施しました。 

 着物に着替えて園内で記念撮影をした後、民家園のイ

ベント「収穫祭」に参加し、餅つきを体験しました。そ

の後の茶道体験では、道具や作法の説明の後、お茶菓子

と一緒に自分でたてたお茶を飲みました。雨がぱらつく

あいにくのお天気でしたが、日本文化の体験や参加者同

士の交流を楽しんでいただけた様子でした。来年の和体

験でも、新しい企画を用意して皆さんのご参加をお待ち

しております♪ 

【事業報告】  

 福島市国際交流協会では、国際交流員キャロルさんが架け橋となって、

オーストラリアと福島市を手作り作品でつなぐ文化交流事業「Craft Ex-

change」を実施しています。福島からは、信夫パッチワーク愛好会の皆さ

んが、着なくなった子ども用の着物の生地で作った「友情くまさん」を贈り

ました。そのお返しに、イラワラ地域キルト協会の皆さんが詩を表現したキ

ルト作品を送ってくださいました。 

 イラワラ（Illawarra）地域は、オーストラリアのニューサウスウェルズ州

の南海岸に位置する、山と海にはさまれた地域で、北側の険しい崖の横にあ

る静かな海沿いの集落と、南側の山の麓に広がる賑やかな都市に分かれてい

ます。シドニーから一時間半ほどの距離にあるイラワラ地域は、田舎の風景

と人柄を保ちながら、企業も教育も発展している地域です。  

 今回作品のテーマになった『My Country』という詩は、作者Drothea 

Mackellarが１９歳の時、イギリスでの長期滞在中に、故郷であるオースト

ラリアを想い書いたもので、「広大な平原」と「荒削りの山並み」、「干ば

つ」と「豪雨」など、対照的な側面を併せ持つ恐ろしくも美しいオーストラ

リアの大自然が表現されています。故郷オーストラリアへの誇りと愛情を思

い出させるこの詩は、オーストラリアでは知らない人がいないほど有名なの

だそうです。今回イラワラ地域キルト協会の皆さんは、オーストラリアの自

然を絵画のように繊細に表現したキルト作品と、テーマとなった詩の本、ピ

ンクッション(針山)、製作者のコメントブックを送ってくださいました。 

「我が国」キルト展示▶ 
 10月２０日に開催された信夫学習セン

ターの文化祭で、今回の交流事業の展示を

行いました。日本ではあまり見かけない色

使いや景色に、「オーストラリアに行って

みたくなった、もっと知りたい」という感

想を多くいただきました。 

▲オーストラリアから届いた作品 

▼福島から送った「友情くまさん」 

日時：１１月１２日（火） 12：40～13：40 

場所：アオウゼ 和室  

   （福島市曽根田町１－１８MAXふくしま４階） 

対象：０～５歳のお子さんと保護者 

参加無料・入退場自由 

お気軽にお立ち寄りください♪ 

 読み聞かせや絵本の交換会などの活動を行っている団体「ぶっくしまふくしま」と福島市国際交流協会の

共催で、おはなし会を開催します。絵本の読み聞かせと手遊びを、日本語・英語・韓国語で行います♩ 

 お子さんと楽しく遊びながら、外国語に触れてみませんか？ 



 参加者募集！ 

 in  

9：00 福島駅西口集合・受付 

10：00～16：00 JICA二本松訓練所 

    ・JICA事業概要説明 

    ・施設見学 

    ・JICA食堂にて昼食 

    ・海外協力隊体験談 

    ・国際理解ワークショップ 

    ・特別講演 

17：00 福島駅西口解散 

  特別講演 
 ギニアの国・文化の紹介はも

とより、ギニアと日本の学校・

教育の違い、ギニアが抱える問

題について、現地でさまざまな

活動を行うギニア人講師をお招

きし、詳しく教えていただきま

す。 
 

講師 シセ セク アハメド ティジャン氏 
   CISSE SECK AHMED TIDIANE 

 ギニア、カンカン州出身。2008年に来日し、

徳島大学で博士号を取得。AGJD(アソシエー

ション ギニア ジャパン ディベロップメン

ト)代表として、母国ギニアの貧しく学校に通う

ことができない子どもたちのために学校を設立

するほか、ごみによる環境汚染、若者の就職難

などの問題の解決に向けて活動を続けている。 

 

Global Community Cafe 

11月 English Communication Course 

日時：令和元年11月14日(木) 18：30～20：00  

   令和元年11月16日(土) 14：00～16：00 

場所：福島県国際交流協会 

  （福島市舟場町2-1福島県庁舟場町分館２階） 

参加費：1000円(学生500円) 

テーマ：Animals and  Pets 

◇申し込み・問い合わせ◇ 

 福島県国際交流協会 

 Tel 024-524-1315   

 ✉ info@worldvillage.org  

12月 出張編 in白河 

令和元年12月14日(土)  

 ①グローバルコミュニケーションコース  

  講師：ヨースト・クラルトさん(オランダ出身) 

  時間：10：00～12：00 

  参加費：300円 

 ②English Communication Course  

  時間：14：00～16：00 

  参加費：1000円(学生500円) 

  テーマ：Food Culture and Eating Habits 

場所：白河市立図書館りぶらん 

  （白河市道小路96-5） 

 

◇申し込み・問い合わせ◇ 

 白河市国際交流協会 

 Tel 0248-22-1111   

✉kokusai-kokoryu@city.shirakawa.fukushima.jp 

日時：12月22日（日）９時～１７時 

対象：中学生・高校生 

定員：３０名 

参加費：無料 

申込み：電話またはメール（先着順） 

★氏名・住所・電話番号をお教えください。 

申込み〆切：12月11日（水） 

 多言語で絵本の読み聞かせや手遊びを行います。

今回は、ポルトガル語、英語、日本語です♩ 

日時：令和元年12月7日(土) 11：00～11：30 

場所：福島県立図書館（福島市森合西養山1） 

 「English Communication Course」では、ネイティブスピーカーのリードのもと、テーマに沿ってグ

ループで会話をします。「グローバルコミュニケーションコース」では、外国出身のゲストスピーカーが母

国の文化や習慣などについてお話ししてくださいます。12月には、GC Café for Kids「世界のことばでお

はなし会」も開催されます。ぜひ足をお運びください♩ 

◇問い合わせ・申し込み◇ 
 福島市国際交流協会（福島市定住交流課内） 

 TEL：024-525-3739 

 FAX：024-533-5263 

 Email：teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp 

 発展途上国において様々な分野でボランティア

活動を行うJICA海外協力隊。その訓練所は国内に

２か所しかなく、その一つが二本松にあります。

施設見学や海外協力隊の体験談、外部講師による

特別講演など、発展途上国が抱える問題や国際協

力活動について学べるプログラムを準備していま

す！皆様のお申込みお待ちしております。 



 

 

 

 

日時：１２月１日(日) １３時～１７時（入退場自由） 

場所：まちなか交流スペース （福島市本町２-６ ウィズもとまち１階） 

 会員 非会員 

小学生まで 無料 無料 

学生 無料 ２００円 

一般 ２００円 ５００円 

  
 色々な国のボードゲームやカードゲームで遊びながら、外国語に挑戦して、新しい友達をたくさん作りま

しょう！大人も子どもも、初心者もマスターも関係なく、ゲームをしながら楽しく交流できるイベントです。  

 外国のお菓子もご用意して、皆さまのご参加をお待ちしています！ 

参加費： 

◇上記イベントに関する問い合わせ・申し込み◇ 
福島市国際交流協会（福島市定住交流課内） 

TEL：024-525-3739 

FAX：024-533-5263 

Email：teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp 

 
 

福島市国際交流協会の 

Facebookページでも 

イベントの情報をアップ

しています！ 

ぜひご覧ください！ 

 

携帯・スマホか

らは、 

こちらのQR

コードから⇨ 

福島市国際交流協会イベントのお知らせ 

日 時：12月13日(金) 18：00～20：30 

場 所：まちなか交流スペース （福島市本町2-6 ウィズもとまち１階） 

    ★受付・交流後、４階パーティー会場へ移動します。 

対 象：福島市国際交流協会会員 ★当日のご入会も大歓迎です！ 

持ち物：お菓子・お料理何でも良いので1品お持ちください！ 

    ★飲み物は協会でご用意します。 

参加費：学生会員…無料 

    一般会員…２００円 

定 員：40人 

申込み：電話またはメール  

    ★申し込みの際、お名前・電話番号をお教えください。 

申込み〆切：１２月６日(金) 

 

日 時：１１月２４日(日) 9：50～13：30 

場 所：アオウゼ 調理実習室（福島市曽根田町１－１８MAXふくしま４階） 

講 師：韓国料理店「幸福（ヘンボク）」 李 香淑（イ ヒャンスク）さん  

参加費：協会会員・学生…５００円 

    一般（非会員）…１０００円 

定 員：15名（定員に達し次第〆切） 

申込み：電話またはメール ★お申込みの際、名前、電話番号をお教えください。 

申込み〆切：１１月１９日（火） 

申込み不要・入退場自由 

お気軽にお立ち寄りください！ 

 日本の食卓にも浸透している韓国料理。市内で韓国料理店を営む李香淑さんが、お家で食べるものとは一

味違う、本格的な韓国の味の秘訣を教えてくださいます！今回はチヂミ、チャプチェ、キムチチゲを作りま

す。皆さんのご参加をお待ちしております♪ 

 協会会員に向けたポットラックパーティーを開催します！ポットラックとは、オー

ストラリアやアメリカなどでは一般的な、参加者が食べ物を持ち寄って行うパー

ティースタイルです。持ち寄ったものを食べながら、楽しく交流しましょう♩ 

F-IFA Facebook 

李 香淑さん 


