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１．年頭のご挨拶

事前の告知の効果なのか、J:COM さんにも度々
ニュースにしていただき、知名度も向上したと思

新年、明けましておめでとうございます。

います。

昨年は、トランプ氏の米国大統領当選のニュー

実際のところは、催しによってなかなか協力者

スから始まりましたが、氏をめぐる様々な話題で

が得られず、途方に暮れたことも何度かありまし

世界が沸いた一年でした。また、隣国の韓国の大

た。新年明けて、これからの行事はニューイヤー

統領が逮捕される事件があったり、北朝鮮からの

パーティーと日本語スピーチ大会があります。こ

ミサイルのニュースに肝を冷やすことも何度かあ

れらは年中行事の中でも大きな催しです。会員の

りました。様々なテロや異常気象による被害のニ

皆さまには積極的にご参加をいただき、協会を盛

ュースもありました。しかし、悪いことばかりで

り上げていただきたいと考えております。この場

もありませんでした。秋篠宮ご夫妻のご長女ご婚

を借りて、ご協力の依頼をさせていただきます。

約のニュース、冒険家の南谷真鈴さんが、世界七
大陸最高峰・北極点・南極点を制覇する探検家グ
ランドスラムを世界最年少で達成したこと、レー

本年も皆さまのご健勝をお祈りし、年頭の挨拶
とさせていただきます。

シングドライバーの佐藤琢磨さんが、インディ
500 の決勝レースで日本人として初優勝を飾った
こと、人命救助のニュースなど、明るい話題も
多々ありました。冷静に考えれば、日常の中でも
いたる所に良いこと、悪いこと両方があるもので
す。行く先が不安になるような時は、厳しい歴史
の中で逞しく生きてきた先人に学び、希望を持っ

2.「ニューイヤーパーティ 2018」

て毎日を歩み続けたいものだと思います。

堂々開催！

KIFA は、昨年はこまぐりっしゅ cafe を中心に
様々な新しいトライを行いました。2 名から 6 名
（現在は 5 名）に増えた理事を中心に活発に活動

2017 年にタイトルを一新して始まりましたニュ
ーイヤーパーティを 2018 年も開催致します。

を行いました。いかだレースに再チャレンジし、

当イベントは会員の皆様の新年会ではあります

好記録を残したり、盆踊りや交流サロンも頑張り

が、会員でない方のご参加も可能とさせていただ

ました。

いておりますので、みなさまお誘いあわせてのご
来場をお待ち申し上げます。

恒例の着付けの先生による着物体験（貸し出し
あり）も行います。ご希望の方はお早めにお申し

3.「日本語スピーチ大会」のお知らせ

込みください。
恒例の外国人による日本語スピーチ大会を２月
今回は地元狛江を中心に全国で活躍中のアコー

４日に開催します。

スティックデュオＭＯＧＵＲＡ（Vo/拓郎・Gt/T2）
が登場します。ＭＯＧＵＲＡは、春にはエコルマ

例年通り日本在住の外国人に参加いただき、自

ホールでワンマンライブを行うほどに人気急上昇

由にスピーチをしていただきます。昨年同様に、

中です。

日本語の能力のみでなく、聴衆に訴えるメッセー
ジ力など、多面的に評価して審査を行う予定で

また、華道連盟の方による生け花教室のコーナ

す。

ーも用意する予定です。講師の指導を受けながら
生け花を学べる機会です。

出場していただける外国人を募集しております
ので、知人が居られる場合は、ぜひ声掛けをして

新年会らしく日本をはじめとした各国料理も登

いただけると幸いです。

場します。今回の目玉はハワイアンとメキシカン
が融合した Haw-Mex です。飲み物の持ち込みも大
歓迎です。

催しの後半では、例年のように外部の方による
講演も行いたいと考えています。まだ具体的には
決まっておりませんが、ご期待いただければ、と

みなさまの交流が活発化し異文化理解を深めて

思います。

いただけることを願っております。
日

時：2018 年 2 月 4 日（日）13:00～16:00

日 時：2018 年 1 月 28 日（日）12:00～15:00

場

所：狛江市中央公民館（市民センター）地階

場 所：狛江市中央公民館 2F 講座室

ホール

参加費：会員１，０００円
外国人５００円

一般２，０００円
※予約不要

～出演予定者～
アコースティック ＭＯＧＵＲＡ
日本舞踊

尾上流 尾上菊千音

獅子舞

小足立ばやし保存会

ほか

（昨年の最優秀賞獲得者

「車重宇」さん）

4.英会話サロン 「こまぐりっしゅ cafe」
毎月オープンしてます！
語学や国際交流への関心を高め多様なニーズに
（昨年のニューイヤーパーティ）

応えることを目的に 2016 年 9 月にスタートした

“誰でも気軽に参加できる英会話サロン”
「こまぐ
りっしゅ cafe」は、順調に 1 周年を経て 2 年目に
入りました。月別参加人数は最少の月で 8 名、最

5.第 4 回国際交流サロン開催～ブラジル
の国民食を作ってブラジルを知ろう！ ～

多の月は 23 名でした。
11 月 18 日（土）14 時より中央公民館料理実習
ＢＡＲ＆フォトスタジオで開催するので気軽に

室において、第 4 回交流サロンを実施しました。

行ける！をコンセプトにしており、肩肘張らずに

今回は、日本滞在通算 17 年の日系ブラジル人でマ

参加しやすい場になっています。参加者の顔ぶれ

ルチクリエイターの宮本ヒルさんを講師にお迎え

は、その時々様々で、毎月初めての方が必ず混じ

して、フェジョン・コン・アホーズ(カリオカ豆の

っていらっしゃること、また、たまに狛江市に移

煮込みとごはん)の作り方を教わりました。

転されてきた外国籍の方の参加がある、などは大
変嬉しいことです。講師役には、スタート以来の
アメリカ・オハイオ州出身の鰹が好きなダリルさ
ん（通称カツオさん）の他、イギリス、中国、スペ
イン、ウクライナ等、世界の様々なお国ご出身の
方をお迎えしています。
参加できるのは、日本人に限定していませんの
で、多くの皆様のご参加をお待ちしております。
開催：毎月第一土曜日の 15 時～16 時 30 分

（交流サロンの様子）

場 所：狛江市東和泉 1-4-20 岩瀬ビル地下１階
GOTA BAR＆いろどり BAR ごはん

当日の参加者は、日系ブラジル人の女性の方１

参加費：会員 500 円 非会員 1,000 円

名を含めて 18 人が参加されました。ブラジル音楽

（当協会入会で即日 500 円になります）

の BGM で、楽しい雰囲気の中、調理は、スタート
しました。

※ 次回は 1 月 ６日（土）午後となります。
炊飯器で味付ブラジル風ごはんを作り、圧力鍋
で各種調味料が入ったカリオカ豆を柔らかくし、
フライパンで玉ねぎ、ベーコン等を炒めた後、豆
が入っている鍋に入れて煮込んで完成!

皆で盛

り付けして、ブラジルのドリンク・グアラナを飲
みながら、頂きました。皆さんの感想は、｢美味し
い！｣。特に柔らかくなったカリオカ豆は良い味に
仕上がっており、皆さん、山盛りで食欲が進みま
した。
調理中も、
「ブラジルでは、何故水曜日と土曜
日がフェジョンの日となったのか。」⇒「エネルギ
（前回のこまぐりっしゅ cafe の様子）

ー源となるので、週中と週末始めに食べる」とか、
食事中もブラジル Q &

A、ポルトガル語 ABC とか、

様々なトピックスで、楽しい時間を過ごしました。

【会員ネットワークの活性化について】
ＫＩＦＡでは会員間の連絡を密にするため、メ

5.その他のご連絡

ールによる連絡網を整備しています。来年度より、
メール中心の連絡に変えていく方向です。
メールアドレスをお持ちで、未だ連絡していな

【会員募集について】
ＫＩＦＡでは、随時会員を募集中です。外国人
との交流について、興味のある方は奮ってご入会
ください。年会費は 2000 円となります。

い、という方は、お早目にご連絡いただきますよ
う、お願いいたします。
なお、携帯メールで迷惑メール対策として着信
拒否をされている方は、当協会のアドレス
（info@komae-kifa.com）について受信設定をいた
だきますよう、お願いいたします。

【会費納入のお願い】
既会員の方で、２０１７年度の会費納入がまだ
お済みでない会員の方は、下記銀行口座へのお振
り込みをお願い致します。
ＫＩＦＡホームページをご覧いただきますよう、
みずほ銀行狛江支店

普通 １４８７８０１

宜しくお願い致します。

狛江市国際交流協会

この日本語の「たより」をお近くの外国人の方にお知らせください
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