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廿日市市国際交流協会会報 

 

笑顔でつながるいろんな言葉 2016.11 No. 260 

ヨガでリフレッシュ！ご報告 
９月１１日（日）ＪＩＣＡ中国と共催で、岩国基地で活躍されているヨガ講師の中野惠理さんをお招きし、ヨガイベント

を行いました。２０名以上の方が参加され、がんばって難しいポーズにもチャレンジしました。 

 

 

ヨガで心地よい汗をかいた後は、マテ茶を飲んで小休憩。リラック

スして頂けましたでしょうか？ 

 

 

 
「ヨガだけでなく、未知の国のお話を

聞けて良かった」（参加者コメント） 

その後、JICA から、普段お聴きできない貴重なお話を伺いました。

JICA の幅広い活動紹介と共に、世界各地で日本人がボランティア

活動をしている姿に励まされました。 

 

 

中野さんには、青年海外協力隊とし

て行かれたケニアや留学先のインド

の体験をお話ししていただきました。

現地の特産品をフェアトレード商品と

して、制作・販売する地域支援活動の

お話はとても興味深いものでした。 

 

 

 

「世界に目を向けることが

でき、よい刺激になった」

（参加者コメント） 

「これから国際交流にもっと興味が出た

時に参考にしたい」（参加者コメント） 

豊かな日本に住んでいると忘れがちですが、支え合って生きていく大切

さを改めて、思い出させていただきました。たまにはこのようなリラックス

して、自分自身と向き合う時間を作る余裕も持ちたいものですね。 

 

「身体と心のやすらぎを感じられる時間を頂き、

ありがとうございました。」（参加者コメント） 

講師の中野惠理さん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元の方が披露した「木遣り」（神輿唄）を聞いた後、一見軽そうに見え

る小さなみこしも肩にずっしりと重く、大きな掛け声でわっしょいわっしょ

い！協会からプレゼントされた法被（はっぴ）にみなさん大喜び！ 

来年もこのイベントで、地域住民の方と交流ができるよう、当協会は

願っています。 

 

廿日市市国際交流協会では、地域住民と外国人の交流の一

環として、廿日市天満宮で廿日市在住の外国人にみこしを担

ぐ体験イベントを行っています。今年は広島工業大学から中

国人の留学生にも参加していただき、ベトナム人、イギリス人

と、国際色豊かなメンバーでみこしを担ぎました。 

 

１０月９日天満宮秋祭り みこし体験 

 

ご報告 

ＤＯＳ ＯＲＩＥＮＴＡＬＥＳ in はつかいち ご報告 

 １０月１６日に廿日市市津田のさいき文化ホールで開催された「DOS 

ORIENALES in はつかいち」には、約 120名の方にお越しいただき、有難

うございました。結成１０周年、３作目「Tercer Viaje」発売＆在外公館長

表彰記念ツアーの中のひとつでした。CD では味わえないライブ演奏での

感動を皆さんに感じていただけたようです。中には、ずっと踊っていらっし

ゃる方もあり、皆さん笑顔での集合写真となりました。 

 ライブ終了後は、「いろいろな国の人と話そう！パート１８ ウルグア

イとパーカッションの魅力編」で、ウルグアイの国について、ウーゴさん

にお話頂きました。 

 ウルグアイは、南アメリカ南東部に位置しており、ラテンアメリ

カでは二番目に面積が小さい国で、生活水準がチリに続いて安

定している国です。もともとこの地域はウルグアイ川東岸地方

（バンダ・オリエンタル）と呼ばれ、住民は自らを東方人（オリエン

タレス）と称していたそうです。そこから、2 人のオリエンタレスと

いうことで、ユニット名が DOS  ORIENALES となったのです。 

 

（左）Hugo Fattoruso（ピアノ・アコーディオン・ボーカル） 

（中）Albana Individrum（パーカッション）（賛助出演） 

（右）八尋知洋（ヤヒロトモヒロ）（パーカッション） 

 

気さくなウーゴさんは、日本が大好きで日本でのツアーを楽し

まれているようでした。音楽は、言葉ではなく人の心を一つにし

てくれます。ヤヒロさんのパーカッションも奥が深く、たくさんのパ

ーカッションを巧みに使い演奏される姿は、本当に感動でした。

国境を越えて感動を与えてくれる DOS  ORIENALES の音楽、こ

れからも世界でもご活躍ください。 

 

撮影者：Riichi Kawamoto 

http://3.bp.blogspot.com/--rzFthy8sTQ/UZYlCgdz8hI/AAAAAAAATI8/7Y5tf91YLPM/s800/gassyou_onpu.png


ニュージーランド研修旅行２０１６ 報告会 

 ８月に訪れた姉妹都市ニュージーランド研修旅行の報告会を行いました。学生のみんなが大人の前で発表するのは

緊張しましたが、しっかりとした口調で、ニュージーランドでの体験を話しました。 

 

 発表内容では、５日間のホームスティが一番印象的

だという意見が多かったです。英語に対する不安な気

持ちを抱えながらも、ステイ先の家族とコミュニケーシ

ョンを取っていくうち、ニュージーランドの優しさに触れ、

大きく成長した感じを受けました。 

 

「この研修で得た“積極性”で、これからもいろんなことに自信を持ってチャレンジしてみたいです！」 

「今回の研修旅行で将来の夢も広がりました」 

「ニュージーランドのバックグラウンドにあるマオリの文化に触れることができてよかった」 etc・・・ 

  

何年か経って大人になった時も、この研修旅行の体験を振り返って、それぞ

れの大切な風景を思い出してくださいね！ 

 

 

 

 

 

 

宮島市民センターまつりにフィリピン料理を出店！！ 

１０月９日（日）に行われた宮島市民センターまつりに、宮島在住のフィリピン人が、フィリピン料理を出店しました。 

 ルンピア、パンシットビーフン、デザートのビーコの３種類を提供し、用意した１００食が完売！ 珍しいフィリピン料理が

大人気でした。遊びに来てくださったみなさん、ありがとうございました！ 

 

 

ご報告 

フィリピンの家庭料理を提供しました 

No worries!  

I’m always on 

your side！ 

お料理上手なフィリピンのみなさん 

http://3.bp.blogspot.com/-feE7fF_4xSY/UT10FMZodpI/AAAAAAAAOrE/wYgawO6yeNA/s1600/animal_kiwi.png


編集：発行  廿日市市国際交流協会 Hatsukaichi International Association 

〒738-0014 廿日市市住吉ニ丁目２番１６号 廿日市市市民活動センター内 

TEL (0829)20-0116（火曜～金曜 9 時～17 時） FAX (0829)30-3113   

ホームページ： http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/site/hia/  

e-mail： hia21@mx4.tiki.ne.jp  Face book： https://www.facebook.com/ 

 

【お知らせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

日付 内   容 時 間 場 所 対象・定員 参加費 企 画 
子供 大人 

19日 

（土） 

「楽しく学ぶ英会話」 
 簡単な英語（中学校レベル）を使って「英会話のトレーニン
グ」をします。英語は苦手、でも話せるようになりたい方のた
めに企画しました。初めての方、大歓迎。 
特に、中学や高校の生徒達の参加を待っています。“Let’s 
speak English! Why don’t you come?”（11/22 締切） 

10：00

～ 

12：00 

串戸市民

センター 

○ 
中学生 

高校生 

○ 100 円 

土曜通訳

ガイド 

ボラン 

ティア 

27日 

(日) 

「日本語サポーターこうかん会」（こうかん：交換・交感・交

歓・好感） 

 日本語の支援（サポート）に関わっている方、またはこれ

から関わってみたいと思う方、お互いに気付きを共有しなが

ら楽しく情報を分かち合いましょう。 

10：00 

～ 

11：45 

市民活動 

センター 
 ○ 

会 員 

無料 
 
会員外 

100 円 

日本語 

学習支援 

ボラン 

ティア 

※ 準備がありますので、必ず事前に協会事務局まで申し込みをお願いします。 

編集後記 

今年もなにかの組織に時間をぬすまれてるとしか思えないような速さで終わろうとしています。しかし今年の目

標はなんだったか思い出せないくらいはるか昔のよう。心安らかに年末を迎えられるように日々を精一杯過ごそ

うと思う今日この頃。  （じゃすみん） 

イベント情報 ２０１６年１１月 

 

 

 

正しい発音や豊富なボキャブラリーを身につけ、自分の意見を英語で述

べたり、日常英会話の能力を高めるための講座を開きます。今回は講

師にネイティブのイギリス人男性を招き、毎回トピックを決め、意見を述

べ合います。 定員：１０名（先着順） 

日 時：２０１６年１２月から２０１７年２月まで（全６回） 

毎月第１・３木曜日 １９時～２０時３０分 

場  所： 廿日市市市民活動センター１Ｆ 会議室 

参加費： ６０００円  ※会員外の人は会員登録２０００円が必要 

講  師： Simon Capper さん 

（日本赤十字広島看護大学教授 イギリス出身男性） 

申込・問合せ： 協会事務局 

 

 

JA 佐伯中央主催で、地域の特産品な

どを集めて開催されるイベントが行われま

す。当協会もタイカレーやアジア雑貨を売

って参加します。みなさんぜひ遊びに来て

ください。 

日 時：１１月２０（日） ９時～１５時３０分   

場 所：岩倉ファームパーク 

「JA フェスティバル in はつかいち」

廿日市市国際交流協会も出店します 

 

日 時： ２０１7 年１月から３月まで（全６回） 

       毎月第２・４水曜日 １７時～１８時 

場  所： 廿日市市市民活動センター2F 第３研修室 

講  師： Aaron Emory Smith さん（アメリカ出身、男性） 

対 象： 小学校低・中学年  定 員： １０人程度（先着順） 

受講料： ５０００円 ※会員外の人は会員登録１０００円が別途必要 

申込・問合せ： 協会事務局 

 

Don’t worry! 

You can do your best! 
12/1 から受付開始！ 

11/1 から受付開始！ 
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