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佐倉国際交流基金

〒２８５－００２５
佐倉市鏑木町198番地２
ＴＥＬ・ＦＡＸ　０４３－４８４－６３２６

　10月2日（日）ミレニアムセンター佐倉において、佐倉市共催、佐倉市教育委員会後援、佐
倉ライオンズクラブ・佐倉ロータリークラブの協賛をいただき開催されました。
当基金設立以来今日まで、青少年の国際感覚の養成を目指し、「自分の考えを伝える英
語」をテーマとしてスピーチコンテストを行っています。
本年は、小学生49名、外国人（日本語）3名、中学生31名が参加、日頃培った力を発揮され
ました。

中学生ｽﾋﾟｰﾁ・ﾚｼﾃｰｼｮﾝ参加者 上　小学生の部参加者
左　外国人の部参加者

中学生「英語スピーチ」の部　（敬称略・入賞受賞者は５０音順）
賞　　　　　　　氏名　　　　　　　　　所属　　　　　　　　　テーマ
優勝　　　　　青野　蛍子　　　臼井南中学校　　　Living Globally
二位　　　　　宇野　友駿　　　天戸中学校　　　　 Who destroyed an ecosystem?
三位　　　　　佐々木　莉瑚　 志津中学校　　　　 My favorite island ”Hawaii ”
入賞　　　 　 佐々木　瑠菜　 志津中学校　 　 　 MY GOALS
入賞　　　 　 瀧澤　真由 　 　南部中学校　　　　Universal Design
入賞　　 　　 藤巻　菜々子　 井野中学校　　　　 A happiness of our ordinary life
入賞　　　　　瑞島　真弥　　　西志津中学校　　　No prejudice

中学生「英語レシテーション」の部　（敬称略・入賞受賞者は５０音順）
賞　　　　　　　氏名　　　　　　　　　所属　　　　　　　　　テーマ
優勝　　　　　多田　韻可　　　 井野中学校　　　 　Dear Santa
二位　　　　　早川　博元　　　 印旛中学校　　 　　Martin Luther King's ”I Have a Dream”Speech
三位　　　　　石井　まり　　　　南部中学校　　　 　Spirits in the Sky
入賞　　　 　 赤松　しほり　　 井野中学校　 　　　Mr.Wolf's Pancakes
入賞　　　 　 田名　桃子　　 　南部中学校　　　　 Zorba's Three Promises
入賞　　　 　 西　和希　　　　  臼井南中学校　　　Not Mines,But Flowers ～Peace is not enough～
入賞　　　 　 吉澤　実佑　　　 臼井南中学校　    Baba Yaga,the Witch of the Forest



　

佐倉・異文化交流の集い
　　　　　プログラム

12:30　開会
12:40　アフリカンダンス
13:30　ハロウィーンタイム
14:25　Let's太極拳
15:00　紙飛行機飛ばし
15:15　福引き
15:45　閉会

　10月23日（日）志津コミュニティセンターにおいて、「佐倉・異文化交流の集い」が行われました。「佐倉国
際交流パーティ」の行事名から21回、会を重ねてきました。
外国の方を含め、多くの皆様においで頂き、関係者一堂たいへん喜んでおります。
　午後0時30分からの開催、盛りだくさんのプログラムを楽しんで頂けたでしょうか。
各ブースでは、国際色豊かにお茶・フリーマーケットなど行われ、ハロウィーンタイムは扮装をしたお子さ
ん達が、お菓子を貰おうと家々を回り「Trick or Treat！」、大人は可愛い姿に目を細めました。来年も又、
皆様にお会いできることを願って幕を閉じました。多数のご参加ありがとうございました。そしてお手伝い
頂いたたくさんの方々に感謝申し上げます。
　

佐倉市と共催

佐倉・異文化交流の集い
　　　各ブースの紹介

　お茶
　折り紙
　カレーパンとおはぎ
　占い
　紙飛行機
　フリーマーケット（３店）
　けん玉
　国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰﾅｰ
　国際交流展示
　コーヒー
　水餃子（調理室）
　受付・基金総合案内
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アフリカンダンス

当日ご協力頂きました「東日
本大震災義捐金」の募金6,290
円は、千葉県共同募金会佐倉
市支会（佐倉市社会福祉協議
会）にご寄附いたしました。
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日本語講座の受講生の皆さんの浴衣着付け教室

浴衣美人がいっぱいです！   　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本語講座木曜日午後１時クラス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宍戸　晶子・　酒井　康子（着付け講師）
　「先生のクラスで、浴衣の着付けに興味がある人がいたら、教えますけど・・・」クラスのベビーシッター
として、受講生の子どもたちの面倒をみてくれている酒井さんからこんな申し出があったのは、６月中旬
のことだった。授業前に尋ねてみると、なんと１１名の生徒の申し込みがあった。
７月１４・２１・２８日の三週、いつものクラスとはまた別の活気と熱気が教室にあふれた。先ごろでは、若
い子たちでも気楽に着られるというので、作り付けの帯なども人気の商品らしいが、酒井さんは半巾帯も
自分で締める「正調浴衣着付け」をこの１１名に丁寧に伝授してくれた。豊かな胸や腰周りのわりには細
いウエスト、いわゆるボイン・キュッ・ボインの洋装向けの体つきは和服には向かないという説明に始ま
り、まずは体の補整。お尻の上でタオルを二枚ほど巻きつけた姿に、教室は笑いの渦。

≪参加者の感想≫
　毎年夏になると、浴衣を着たくなります。今年は偶然酒井先生からの誘いがあり、クラスメートの何人
かも賛成して、浴衣の講習会が成立しました。あっという間の三週間でしたが、多年の願いが叶い、す
ごく幸せな気分になりました。先生に感謝、みなさんによくがんばったね！の一言です。今年の夏、ちょ
こっと浴衣で出かけましょうよ！（前重素貞 台湾出身）
 
 浴衣の着付けクラスはとても楽しったです。浴衣の着付けは、日本でしか学べない事だと思います。着
付けは日本の文化です。難しかったけど、気に入りました。これからは、浴衣を着る時に他の人の手助
けがなくても着られると思います。これから浴衣を着る機会をもっと作りたいと思います。そしてチャンス
があれば、浴衣よりもさらに難しい和服の着付けにもチャレンジしてみたいです。（山本コリーン　　アメ
リカ出身）
 
 浴衣着付け教室は、私にとって初めての経験でした。講師の酒井さんの細かい説明と宍戸先生がお
作りになったプリントを参考にしながら、みんな浴衣の着付けを早く覚えることができ、三日間の講習は
スムーズにいきました。浴衣の着方はなんとか一回で覚えましたが、帯の結び方は難しく、最初は結び
方がゆるく太っているように見えましたが、だんだんと慣れてきて、結び方が上手になりました。少し帯
の折り方やリボンの長さを変えたりすることで、雰囲気も変わります。着付け後は、みんなのカメラで記
念写真をいっぱい撮りました。せっかく覚えたので忘れないうちに、この夏休みのうちに、もう一度自分
で浴衣を着て、おシャレしてお出かけしたいなと思います。（田中ジョセリン　フィリピン出身）
 
 浴衣教室に参加できて、ほんとうによかったと思います。
娘が二人いるので、毎年夏になると、浴衣を着せるのが悩みでした。今回の着付け教室のおかげで、
今年からはそれが一つの楽しみになりました。それに、自分の浴衣姿も新鮮で、いい発見でもありまし
た。先生方には、ほんとうに感謝の気持ちでいっぱいです。（砂永アンジェリ　ブラジル出身）

外国人児童の学習支援

　　　　　　　　　　　　　　夏休み楽しい日本語教室
　8月23日（火）～27日（土）（10:00～12:00）の4日間、臼井公民館でフィリピ
ン・ドバイ・・・等の外国籍の児童10名を対象に夏休みの学習支援授業が
行われました。例年行われていますが、当基金がお手伝いをするのは今
回が初めてで、たくさんのボランティアの方々がお手伝いくださいました。
夏休みの宿題や工作、図書館での読書、公園でのレクリエーション、最終
日にはボランティアの皆さんが手品・ビンゴ・けん玉等を披露してくださり、
児童達は、キラキラした目で見入っていました。
　　神　　和也・鈴木　幸子・田辺　清子・中島　昌子・中山　明子・
　　藤本　三恵・不破　照尚・前田　重幸・松本　アイ子・松本　誠一・
　　宮本　沙代・山﨑　美保子・吉岡　茂夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ご協力頂いたボランティアの皆様　敬称略）

手順が進むに従って、胸元をきゅっとさせ、衣紋を抜いた色っぽいお
姉さんがたが１１名出来上がっていった。第一週目は、なんとなく前が
はだけてだらしない感じだったのが、第二週、第三週と、みんな徐々
に浴衣が体になじむようになって、あっと驚く浴衣美人が誕生！心無
しか、浴衣を身にまとっていると、みんなの日本語もいつもより数段上
手く聞こえてしまう。八月もまだ上旬、佐倉だけでなく、あちこちでこれ
から夏祭り本番になるころだろう。我がクラスの浴衣美人たちが、そこ
ここの夏祭りに出没し、芸能プロにでもスカウトされるかも・・・。酒井さ
ん、ありがとう！宍戸さんを囲んで受講生の皆さん

上　最終日の集合写真
下　ボランティアさんと熱心に勉強



☆志津コミュニティセンター　 毎週木曜（１０：３０～１２：００　１３：００～１４：３０　１５：００～１６：３０）
　＊受講生のお子さんのためにベビーシッター制度があります　（希望者多数の場合には、お受けできない場合
があります）
　
☆ミレニアムセンター佐倉　 　毎週金曜（１９：００～２０：３０）
　　　　　お問い合わせ　公益財団法人　佐倉国際交流基金　Tel・Fax ０４３－４８４－６３２６

〒２８５－００２５　　佐倉市鏑木町１９８番地２　レインボープラザ佐倉　２Ｆ
　　公益財団法人　佐倉国際交流基金　事務局
　　　　電話・Ｆａｘ　０４３－４８４－６３２６（月～金　９：００～１７：００）
       　　HP: 　http://www.sief.jp    Email: 　info@sief.jp

　当基金は平成元年(1988年）に設立され、平成20年12月には法が改定され、信頼度を発展させるため
2011年4月1日公益財団法人へ移行いたしました。多文化共生の住みやすい佐倉市づくりを進めるた
め、事業に賛同し援助下さる賛助会員を募集中です。
　　　　　　年会費(1口）　個人会員　3,000円　 団体会員　10,000円   法人会員　10,000円

  (毎火曜日）   スペイン語対応　　　受付時間　１０：００～１２：００
　（毎木曜日)　 英語対応　　　　　　　　　　　　　 １３：００～１６：００
  （毎金曜日）　中国語対応
　　　　　　　　　  　　　　　　　電話・Ｆａｘ　０４３－４８４－６３２６
     　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　佐倉国際交流基金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レインボープラザ佐倉２F

国際交流についてのお問い合わせは

○外国人のための無料法律相談
   日時：２０１1年   １２月５日（月）
　　　　　 ２０１２年　　２月６日（月）
　　　　　　　　　　　 　 ３月５日（月）
　　　　          　 １３：００～１６：００
　 場所：千葉県国際交流センター　（財）ちば国際ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ内

　　　　　　　〒261-7114　千葉市美浜区中瀬２－６
　　　　　　　ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾞｰﾃﾞﾝ　ﾏﾘﾌﾞｲｰｽﾄ１４階
　　　　　　（JR京葉線海浜幕張駅徒歩3分)

内容：千葉県在住外国人のための弁護士による法律相
談。日本語ができない方は申込時に申し出を。秘密は守り
ます。
  ・要申込（先着順）
  ・相談費用：無料

　　　　　　　　　　　　　　　　　市民グループのボランティアによる日本語講座
☆佐倉中央公民館　　毎週日曜（９：００～１２：００）　　　　太田　℡ ０４７６－９８－１２２９
☆根郷公民館　　　　　毎週金曜（１３：３０～１４：３０）　　　河野　℡ ０４３－４８６－７９２８

DIC川村記念美術館からのお知らせ 国立歴史民俗博物館からのお知らせ

近隣にお住まいの外
国の方で、生活上の
相談で困っている方が
いらっしゃいましたら、
当基金をご紹介下さ
い！！

　 　佐倉市国際文化大学　　　　　・・・公開講座・・・
　　　◆日時：１１月２６日（土）１４：００～
　　　   場所：志津コミュニティセンター　大ホール
          参加費：無料
　　　   内容：宇宙への挑戦と日本の科学技術　　　　　講師：的川　泰宣氏（JAXA技術参与・名誉教授）
　　　   申込み不要：先着250名

風景の記録　ー写真資料を考えるー
　日程　2011年11月8日（火）～2012年1月15日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　企画展示室A
9:00～17:00（入館は16:00まで）
休館日　11月14日（月）、21日（月）、28日（月）、12月5日（月）、

12日（月）、19日（月）、26日（月）～1月4日（水）、10日（火）

※最新情報は、HP等でご確認ください。

　9:30～17:00(入館は16:30まで）
　休館日　月曜日(祝日の場合は開館し、翌
平日に休館）
※最新情報は、HP等でご確認ください。
　

視覚の実験室　モホイ＝ナジ/イン・モーション
　　日程　2011年9月17日（土）～12月11日（日）


