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1. 新年のご挨拶 

 

① 会長 吉野 琢也 

 

新年あけましておめでとうございます。 

かれこれ２年ともなるコロナ禍に、昨年も悩まさ

れはしましたが、何はともあれ、KIFA として「い

かだレース」や「市民まつり」などの大きな行事を

実施できたことは良かったと考えています。 

私的な話題になりますが、一般のメディア以外に

ネットやＳＮＳ（YouTube、Twitter 他）からの情報

で、世の中の見え方が変わるような事実と思われる

情報や考え方、観念があることを知りました。それ

ぞれ情報の偏りや虚構らしきものも多くあり、関連

する書籍なども紐解いて調べてみました。 

そんな中で最も悩ましいことは、ある情報環境下

の人が異なる環境・考え方の人を非難したり、敵対

したりする問題です。自分の観念や価値観が揺らぐ

不安を避けたり、正しいことを伝えねばならないと

思う責任感などから、そうなってしまう様です。 

しかし、自分の内面にある不安や不満、猜疑心を

発散することでは世の中は良くならないと思えま

す。やはり、いま求められているのは多様性の受容

（ダイバーシティ＆インクルージョン）であり、異

なる文化・観念・価値意識を持つ人が仲良く共存し

て、交流を深めていくことであろうと思います。 

錯綜する情報の中で、社会の混乱は、今しばらく

続くと思われますが、人に対する思いやりや相互理

解・共感・場の意義などを大切にしながら、KIFA の

活動を進めたいと考えております。 

本年もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

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。 

 昨年、11/13 の市民祭り、狛江市国際交流協会

(KIFA)ブースでは、世界のお菓子とダーツ 世界の

景品を企画しました。ダーツのコーナーでは、小学

生以下だけで、２５０人も来て頂きました。子供用

セーフティーダーツ、3 個の粘着ボールを点数が書

かれた粘着盤に引っ付ける遊びです。子供たちのボ

ールを投げる目が、とてもイキイキしていました。

それにまた感動しました。いろいろな景品を見なが

ら喜んで持って行ってくれました。 

 今年は、いろいろなイベントが目白押しです。多

くの人に参加して頂ける行事を企画していきます

ので、ご参加よろしくお願いします。 

 2023 年が、皆さんに素晴らしく輝く年になりま

すように、お祈りします。 

 

 

 

③ 事務局長 浅野 利治 

 

皆様明けましておめでとうございます。KIFA 事

務局長の浅野利治です。昨年はいかだレース、狛江

市民まつりが無事開催ができてとても楽しい思い

出ができました。 

今年こそ多くのイベントを通してもっと多く

の海外の方、多くの皆様と会う機会を楽しみにして

おります。 

私は狛江の宝物、多摩川で散歩、サイクリング、

多摩水道橋下で SUP（スタンドアップボード）を楽

しんでいます。そして今年はメタバースデビュー！ 
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いつまでたっても英語初心者で楽しく頑張っ

ています。 

今年も KIFA を通して多くの方と出会い、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 

 

Hope your New Year is starting well.   

Due to COVID-19, we had no choice but to 

refrain from all the activities for a long 

time, except for once-a-month English 

conversation salon “Komaglish Café” led by 

Daryl-san as the main teacher.  However, after 

certain point of last year, we were happily 

able to hold two big events.  One was Tamagawa 

Raft Race and the BBQ.  Quite a number of 

people, foreigners and Japanese, gathered and 

had a nice time together.  Another was a KIFA 

booth at Komae Festival for a game corner and 

a sale of sweets which have foreign roots.  

Our booth got very popular.  In spite of 

strong wind, children made long lines and 

played darts until all the prizes were gone.  

All these events were a great success.  

This New Year, we intend to be more active.  

For the remaining three months of the current 

fiscal year, we are scheduling the following: 

Jan. 9:  Mochi-tuki (pounding rice cake)  

Feb. 4:  Cooking Class  

Mar. 19:  Japanese Speech Contest and 

Spring Party 

We are excited to announce each event to 

you in advance and look forward to meeting you 

each time.  

Incidentally, 2023 is the year of the 

rabbit by Japanese zodiac signs.  There is one 

notion that rabbits are popular as a symbol of 

"leap" and "improvement" because of their 

leaping movement.  Respecting this notion, I 

wish to leap from my bad health and improve 

rapidly dwindling memory.  “Be happy!  

Don’t think twice.  It’s all right!” 

 

 

 

 

 

⑤ 理事 伊藤 美枝子 

 

皆様  新年明けましておめでとうございます‼︎ 

お互いの国の文化を知り、尊重し合うと言う基

本的な事を、本年の KIFA の楽しい活動(イベント)

を通じて更に実践して行けるように、細やかながら

お手伝いさせて頂きたいと思って居ります。 

本年もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

⑥ 理事 金津 努 

 

皆様、あけましておめでとうございます。コロ

ナにより制約を受ける毎日の生活を送って、３回目

の新年を迎えました。制約が緩和されてきたこの頃

ですが、まだ、第 8 波の渦中にあることを忘れては

いけません。ニューノーマル（ちょっと古いですが）

な日常を、それこそノーマルとして受け入れていく

べき状況と思います。今年もよろしくお願いいたし

ます。 



さて昨年、がっかりすることが 2件ありました。

それは、ハーフマラソン大会に出て、完走記録がこ

れまでで圧倒的に悪かったこと、他の 1件は、約 40

年、車を運転してきて初めてぶつけてしまったこと

です。交通事故ではありません。駐車場のブロック

に車の後ろドアをぶつけたのです。加齢による体力

的な衰えと注意力の後退かと思います。年齢を考え

ると、素直に受け入れざるを得ない状況と思います。

しかし、何とかこれらの後退に抵抗したいという気

持ちもあります。向上はしないまでも維持したいと

いう気持ちです。加齢に伴うニューノーマルを、ノ

ーマルとして受け入れていく時の気持ちの持ちよ

うです。 

その気持ちの源泉が、楽しく毎日を送ることと

思います。今年も、KIFA の活動を通して、楽しい

日々を過ごしたく思っています。今年度は幾つかの

イベントを再開させ、新年早々に新しいイベントも

実施します。今年（次年度）こそ、活動の完全再開

と行きたいものです。 

皆様のご理解とご協力を、よろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

⑦ 理事 塩飽 克博 

 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年は、予定したイベントも徐々に実施できる

ようになりました。 

狛江市民祭りの出店では、ベルギーのワッフル、

ドイツのプレッツェル、ポーランドのポンチキ(ド

ーナツ)を販売することができました。 

各国の食べ物に触れることで、その国に興味を

もってもらえればと思います。 

今年は、多くのイベントが計画されており、皆

様とお会いできることを楽しみにしています。 

今年こそ良い年になることを祈念しておりま

す。 

 

 

 

 

⑧  理事 海老原 弘一 

 

 新年明けましておめでとうございます。昨年は大

変なコロナ渦で KIFA も十分な活動、企画が提供で

きず、誠に残念な年になってしまいました。その中

で、筏レース、市民祭りに参加でき、会員の皆様に

は少しでも楽しんでいただけたと思います。 

 今年も餅つき会、外国人日本語スピーチコンテス

ト、新年会など企画しております。コロナ渦が静ま

り、これらすべての企画がすべて実行できるよう期

待しています。 

 私は、理事中最高齢なので皆様の足を引っ張るこ

とのないよう、頑張れる 2023 年になることを心が

けるように、と思っています。 

 

 

 

 

 

2. 餅つき大会の開催！ 

 

 2020 年以来、2 年ぶりとなる餅つき大会を年始

に実施します。会場の都合で２時間の時間制限と

なりますが、先着順で招待しますので、奮って申

し込みをお願いいたします。 

 

日時：令和５年１月９日（火）10:00～12:00 

場所：中央公民館 地下大ホール 

会費：大人 300 円、子供(小学生以下)100 円 

申込み：info@komae-kifa.com へ氏名と参加人数

をお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@komae-kifa.com


 

 

３.国際交流サロン開催！  

 

 今回は、チリがテーマです。「チリ料理を作っ

てチリを知ろう！」と題して、チリの国民食「エ

ンパナーダ」を作る教室を企画しています。 

エンパナーダは、ミートパイや大きな餃子のよ

うなものですが、チリ出身のキャサリンさんに指

導を受けながら、調理を楽しみましょう。 

 

日時：令和５年２月４日（土）14:00～ 

場所：中央公民館 料理実習室 

参加費：会員 300 円、一般 500 円、外国人と子供

は 100 円 となります。 

申込み：1 月 16 日より受け付けします。 

 info@komae-kifa.com まで連絡ください。 

 

 

4.春の国際交流会、計画中！ 

 

 新春の集いと日本語スピーチ大会を同時開催す

る「春の国際交流会」について計画中です。 

詳細が決まり次第、ご連絡致します。 

 

日時：令和５年３月１９日（日） 

日本語スピーチ大会 10:00～12:00 

春の国際交流会 13:00～15:00 

場所：中央公民館 大ホールほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.こまぐりっしゅ cafe開催中! 

 

英会話サロン「こまぐりっしゅ cafe」を継続し

て開催中です。事前申し込みは不要ですので、月

１回の英会話、気軽に参加ください。 

 

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 

 ご都合のつく方は、是非ご参加ください。 

 

6.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。外国人の方は、

会費無料です。 
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