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1.新年のご挨拶 

 

① 会長 吉野 琢也 

 

謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

2020年に始まったコロナ騒ぎも落ち着きを見せ

て、私たちも徐々に活動を始められるようになっ

てまいりました。薄日がさすような、少しずつの

社会活動の回復ですが、気を配りつつ、声をかけ

つつ、進められれば幸いに思います。 

物が壊れてしまった時にその物の大切さが分か

るように、病に罹った時に健康であることの大切

さが分かるように、このところ、人と会えなかっ

たことで、交流することの大切さがあらためて分

かったように思います。互いに顔を合わせ、言葉

を交わし合い、気持ちを感じ合うという時間を過

ごす場を設けていきたいと思います。 

また、年始からコロナ関連の話題で恐縮ですが、

大手メディアの情報に加え、ネットの情報を調べ

てみると、様々な異なる方向の情報や解釈がある

ことも分かります。そんな混乱した情報や考え方

の中では、不安や恐怖から反発・反論したくなる

感情も起きがちです。諸外国でも様々な騒ぎが起

きているようです。相手の話に耳を傾け、気持ち

を伝えることで、敵対ではなく受容や理解を作っ

ていくことが必要な時かと考えます。人と交流す

る機会を大切にして、軋轢や反目を減らして、思

いやり溢れる温かい社会を作っていければと思い

ます。 

さて新年の干支は寅です。湧き出でる強い力は、

世の中を良くする目的で使いたいものだと思いま

す。本年も宜しくお願い致します。 

 

 

 

② 副会長 好広 修三 

 

新年明けましておめでとうございます。 

 ここ 2 年、コロナ禍で行事らしいことが KIFA

で出来なかったですが、ようやくワクチンが行き

渡って、動ける状況となってきました。 

自然と親しむ登山、ハイキング、スペースがあ

るゴルフ、テニスのアウト・ドア・スポーツは、

もう全開ですが、皆が集まって楽しめる行事も、

今年は進めたいものです。 

その第 1 弾として、春の国際交流会(3 月)---

スピーチ・コンテスト／親睦会をスタートに、行

事を活発に進めて行ければと気持ち大です。 

今年は、いろんなことが出来る素晴らしい年にな

るよう大いに期待しています。 
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③ 事務局長 浅野 利治 

 

昨年は多くのイベントが中止になりましたが、

狛江市民まつりは無事開催されました。私たちも

ダーツゲームとクイズで出店し多くのお客様とお

会いすることができました。 

今年はニューイヤーパーティ・スピーチコンテ

スト、他にもイベントの計画があります。新型ウ

イルスを克服して世界の方々と市民交流したいと

思います。「こまぐりっしゅ CAFÉ」は毎月開催

されています。外国人ゲストとメンバーと楽しい

会話を通して世界、日本そして狛江の魅力に気付

くでしょう。 

私は多摩川の散歩、サイクリング、多摩水道橋

下で SUP（スタンドアップサーフィン）をしてい

ますのでよかったら声をかけてださい。 

今年も KIFA ともに楽しく活動したいと思いま

すよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  理事 金子 和枝 

 

 Like most people, my life in 2020～2021 

was dominated by COVID-19.  Instead of 

traveling and seeing friends, I have been 

forced to stay home.  At the initial stage 

of the pandemic, I had been eager to grab 

the intimidating situation and started to 

spend more time on watching TV and reading 

Japanese daily newspapers.  Specifically, 

through the latter, my curiosity had been 

fulfilled by the abundant information.    

It was just like the joy of learning had 

come back after several decades.  To cope 

with my deteriorating comprehension and 

memory power, I decided to keep a record of 

each learning and resumed the habit of 

writing in a notebook.  I dubbed the 

notebook as “TV note.”  By the end of 

2021, four notebooks were filled with my bad 

handwriting letters and newspaper clippings.  

Somehow, this out-of-date way of learning 

suits me.  It might be useful for delaying 

senile disease.  I would like to maintain 

this habit throughout this year.  This is my 

New Year’s resolution for 2022! 

Well, I look forward to meeting you all at 

once-a-month English conversation salon, 

“Komaglish Café,” and the other events 

which are now being strongly anticipated to 

happen from February.  Let’s enjoy 

together! 

 

 

⑤ 理事 伊藤 美枝子 

 

 新年明けましておめでとうございます。 

 

コロナ禍となり御多分に洩れず KIFA の活動も

長い間休止状態でしたが、昨年 11 月には「市民

祭り」が開催され久しぶりに沢山の方が KIFA の

ブースにも参加下さいました。その中には早速次

の月の英会話サロン「こまぐりっしゅ」にご参加

下さった親子さんも有りました。 

月に一度の英会話サロンは、在宅ワークが増え

た方の気分転換にもお勧めです。 

 

3 月には日本の晴れ着を外国の方々に着て貰い

日本の文化や習慣を味わって頂く交流会と、これ

までの経験や努力を発表して頂く日本語スピーチ

大会が同日開催される予定です。当日は日本文化

をご紹介下さるゲストの方々のパフォーマンスも

お楽しみに‼︎  

 



⑥ 理事 金津 努 

 

  明けましておめでとうございます。 

COVID-19 が拡散し始めてから早くも２年が経

過します。第 5 波さなかのｵﾘ・ﾊﾟﾗのように、私

たちがワクワクするようなイベントが徐々に増え

てきていますが、新しいオミクロン株の拡散も心

配されます。KIFA では防御対策をしっかり立て

て、今年こそ皆さんと心から楽しめるイベントを

企画・実施していきたいと考えています。やは

り、家から出て、多くの仲間と時を分かち合うこ

とが、私たちには必要です。先ずは、3月の「春

の国際交流会」。皆さんにお会いできることを楽

しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 理事 海老原 弘一 

 

新年明けましておめでとうございます。 

昨年は計画されていた企画が新コロナ渦でほと

んど実行できませんでしたが、その中で市民まつ

りにブースを出すことができ、ダーツゲーム、国

旗当てクイズでは、用意した景品が経たなくなる

ほど多くの方に楽しんでいただけました。 

今年も春の国際交流会、スピーチコンテストな

どの企画を計画中です。一日も早くこのコロナ渦

が収束し、例年行われていた企画がいつも通り実

行できるよう願っています。 

皆様には今年こそ明るい良い年になるよう祈念

いたします。 

 

⑧ 理事 塩飽 克博 

 

あけましておめでとうございます。 

コロナ禍で KIFA の活動が制限され 2 年が過ぎ

ました。 

狛江市には、1300 人あまりの外国人が住んで

います。知り合いの外国人達が、厳しい生活に耐

えながら、勉学や仕事に励む姿は、本当に感心さ

せられます。帰国もできない状況ですが、彼ら

は、狛江市民です。是非、KIFA のイベントに参

加し、彼らと交流してください。 

また、在住の外国人の方も、是非、KIFA にご

連絡ください。お待ちします。 

 

 

2.市民まつりに出店！ 

 

 去る１１月１４日（日）狛江市民まつりに、

KIFA ブースを出展しました。海外の国や場所、

首都の名前を当てる「国あてゲーム」と「ダーツ

ゲーム」を行いました。 

 非常に盛況で、予め用意した景品は２時間ほど

で底を着き、午前中で閉店となりました。以前と

は違って食べ物の無い催しでしたが、ゲームの効

果で大成功でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（閉店後の記念撮影） 

※前会長の勝瀬さんにも来ていただきました。 

 

 



３.春の国際交流会を企画中！ 

 

 新年の催しである「New Year Party」と早春の

頃に実施する「日本語スピーチ大会（スピーチコ

ンテスト）」を合わせて、「春の国際交流会」と

して実施することを企画しています。 

 現在のところ、前半はスピーチコンテスト、後

半が交流会となりそうです。着物の着付けなども

予定しています。詳細が決まりましたら、メール

等でご連絡させていただきます。 

 

 日時：令和３年３月１９日（土）午後 

 場所：中央公民館 地下ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2020 年の New Year Party の様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.こまぐりっしゅ cafe実施中！ 

 

 英会話サロン「こまぐりっしゅ café」は継続

実施中です。 

日時：毎月の第一土曜日 15:00～16:30 

場所：狛江でいちばん入りにくいバー Gota Bar 

東京都狛江市東和泉 1-4-20 地階 

参加費：会員５００円、一般１，０００円 

※次回は、２月５日（土）の開催となります。 

 ご都合のつく方は、是非ご参加ください。 

 

 

5.その他のご連絡 

【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。 

 

 

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 

ＫＩＦＡ：komae international friendship association：狛江市国際交流協会 

：狛江市役所 企画財政部 政策室 市民協働推進担当 

住所：東京都狛江市和泉本町 1-1-5 TEL：03-3430-1164 

FAX：03-3430-6870 E-MAIL：info@komae-kifa.com 

記事・イベントの内容その他のお問合わせやご意見は上記にご連絡ください 

編集：Ｔ・Ｙ 

（2019 年のスピーチコンテスト） 

 


