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New Year Party２０１８を開催！
1 月 28 日（日）、中央公民館（市民センター）の
講座室において、
「外国人の方に、日本文化を体験し
て頂く」ことと「国際交流」を主題として、
「New Year
Party」を開催しました。昨年に引き続きの催しとな
ります。総勢で外国人 28 名、会員 18 名を含み全 89
名の方々の参加者がありました。

催しの内容としては、獅子舞（小足立ばやし保存
会）
、日本舞踊（尾上流、尾上菊千代先生）
、アコース
ティックバンド（MOGURA）、生け花（狛江市華道
連盟）をご披露いただきました。昨年度の日本語ス
ピーチ大会の優勝者による日本の唄の披露もありま
した。
来場の方々には、ビュッフェ形式で軽食を楽しん
（小足立ばやし保存会さんによる獅子舞の演舞）

でいただきました。お寿司のほかに、haw-mex と呼
ばれるハワイアンとメキシカンの文化融合料理、ピ

会場では、今回もたくさんの狛江市内の着付けボ

ザ等、ワインや日本の銘酒を楽しんで頂きました。

ランティアの皆さんのご協力を得て、昨年より大幅
増の 21 名の外国人に豪華な振袖姿を楽しんで頂き
ました。

（振袖姿になられた外国人の皆さん）

（アコースティックバンドの MOGURA さん）

語学や国際交流への関心を高め多様なニーズに応
えることを目的に、誰でも気軽に参加できる英会話
サロンです。
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（食事を楽しむ着物姿の来場者）
外国人の皆さんには、振袖に身を包んで日本舞踊
の扇子の扱い方や簡単な振りを習ったり、生け花を
したり、日本のお酒やお料理を楽しんだり、また、日
本人の皆さんも外国人の方々とおしゃべりしたり、
一緒に写真を撮ったりで、会場は、おもてなしの心
に溢れた交流の場となったものと思います。また、
当日の模様は、翌日の朝日新聞に掲載されました。

（来場の方々と記念撮影）

英会話サロン「こまぐりっしゅ cafe」！
次回は、４月７日です！
2016 年 9 月にスタートした英会話サロン｢こまぐ
りっしゅ café｣も、次回で 20 回目となります。

（毎月のこまぐりっしゅ cafe の開催記録）

前回(3/3)のサロンでは、外国人ボランティアの
ダリルさんからの提案で、｢ことば当てクイズ｣を行

日時：2018 年 4 月 22 日（日）13:30～

いました。 ”I will give you a word and you have

場所：狛江市防災センター３Ｆ（市役所となり）

to describe it with two short sentences to the
person to your left. The person takes a guess

予定：

the word and answers the word.”(ことばをひとつ

①開会挨拶（会長）

耳打ちするので、そのことばをあなたの左となりの

②名誉会長挨拶（高橋 都彦狛江市長）

人に、二つの短い文でヒントを言ってあげて下さい。

③議長選出

その隣の人は、想像してそのことばを答えて下さ

④議事

い。) 簡単な英語遊びですが、楽しい時間を過ごせ
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ました。
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平成 29 年度事業収支決算報告
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平成 29 年度収支監査報告書
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平成 30 年度事業計画
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平成 30 年度事業収支計画
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理事の選任

毎回、多くの方にお集まりいただいてワイワイや
っています。
次回は、あなたのご参加をお待ちしております。

⑤講評（田部井政策室長）
日時：毎月第 1 土曜日の 15 時～16 時 30 分

⑥閉会挨拶

場所：狛江市東和泉 1-4-20 岩瀬ビル地下１階
GOTA BAR（ゴータバー）
参加費：会員

500 円

非会員:1,000 円

(当協会入会で、即日 500 円になります。)

今年度（平成 29 年度）の実施内容をよく知りた
い方、新年度（平成 30 年度）の事業計画や会則の
変更について、提案がある方はお早めにご連絡く
ださい。

第 23 回総会を行います。

また総会は、会員同士が互いを知り合ったり、
情報交換をする貴重な場でもあります。是非とも、
お時間を作って、ご参集ください。

新年度の総会の日程が決まりました。
4 月上旬に招待状をお送りする予定です。欠席

我々関係者も皆さまとお会いできることを、楽
しみにしています。

される方は必ず返信用はがきで委任状をご送付い
ただきますよう宜しくお願い致します。

（前回の総会後の記念撮影）
（前回の総会の様子）

2017 年度を振り返って
～ KIFA 吉野会長より ～

次年度となる平成 30 年度は KIFA としては、
23 年目です。ここまで支えて下さった諸先輩の

本年度も無事に年間の行事を終わることができ

方々、催しで協力いただいている会員や関係者の

ました。会員の皆さん、役員の皆さん、市役所の

方々の期待に副うべく、引き続き頑張りたいと思

政策室の皆さん、その他諸々のご協力いただいた

いますので、ご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上

皆さんに、この場を借りて御礼申し上げます。

げます。

昨年度にスタートした英会話サロン「こまぐり

吉野 琢也

っしゅ cafe」は、今回の記事にある通り、非常に
活発な内容で継続できており、協会として主たる
活動の柱になってきています。当初、私達として

その他のご連絡

は、2020 年に控えるオリンピック・パラリンピッ
クや 2019 年のラグビーワールドカップを意識し

【会費支払いについて】

て本件をスタートした背景がありましたが、それ

４月より新年度になりますので、会費の支払い

以上に、市民の方々には外国人との交流に対する

をお願いいたします。お支払い方法は、総会など

期待や言語習得への熱意があった様に感じます。

の催し時にご持参いただくか、市役所の政策室（協

また、2017 年度の催しのトピックとしては、い

働調整担当）までお届けいただく方法がございま

かだレースへの再挑戦です。
「こまぐりっしゅ café

す。 また、銀行振り込みも受け付けております

の仲間による BBQ 大会」という趣向も当たり、大

（振込み手数料は自己負担となります）。

勢の外国人に参加いただき、楽しいひと時を過ご
していただけたと考えています。特に大きな成果

みずほ銀行狛江支店 普通 １４８７８０１

であったのは、私達のチームがレースで 10 位とな

狛江市国際交流協会

ったことです。練習の機会もなく、にわかに集ま
った外国人４名＋日本人１名のチームが上位に入

※既会員で、2017 年度会費をお支払いいただい

賞とは、その非常な強運に驚かざるを得ませんで

てない方は、3 月末で会員資格を失いますの

した。

で、再入会が必要になる場合がございます。ご

他にも盆踊りや在日ブラジル人による交流サロ

了解ください。

ンの開催、新年会（New Year Party）など、不安
ながらも進めたイベントが成功裏に終了できてい
ます。必要な時に必要な方が現れて助けてくださ
ることに驚くと同時に、関係の皆様には頭が下が
ります。その成果は、協力いただいた方々のもの
であったと感慨を深めております。

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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