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2019.10 No. 295 笑顔でつながるいろんな言葉 

先月号に引き続き、平和ツアーに参加した留学生から寄せ

られた「平和へのメッセージ」を紹介します。（一部抜粋） 

実線枠：原文のまま掲載  青枠：男性  赤枠：女性 

点線枠：日本語に翻訳 （協力） 木曜通訳ボランティア 

色々なことが分かって参加してよかった

です。広島の人が優しいです。ありがと

うございました。被爆者である廣枝さん

は独立した女性として、私達のモデルに

なるべきだと思います。（中国） 

世界の平和に自分の力を入れま

すと誓います。戦争を徹底的に反

対します。 （中国） 

Peace and Love. 

今回のツアーで、いろいろな人と知り

合い、すごくいい体験でした。ありがと

うございました。（中国） 

世界平和。人人平和。 

（中国） 

廿日市平和ツアーで 様々な事を知り

頑張ろうという気持ちになりました。  

平和は人々の生活の中で欠くことがで

きないものであり、皆で努力し続けて追

い求めるものです。 

（ナイジェリア） 

戦争には勝者も敗者もなく苦しむ者がいる

のみです。戦争や紛争を避けるために、見

て、聞いて、感じて、体験して、異文化の

人々と交流して、平和を意識して生きること

です！世界の平和を念願。 

（中国） 

どうか戦争と核をすべての人のた

めにやめてください。 

すべての人が自由と平和を与えら

れて当然なのです。 

（マレーシア） 

争いはやめましょう。そして、平和を求め

ていきましょう。お互いを知りあうことが

大切ですので、平和について語り合いま

しょう。相互理解が大切です。一つの惑

星の地球、全人類は家族です。    

（インド） 

人々が核兵器の恐ろしさを理解して、

あらゆる物事の選択肢として考える

のをやめればいいと思っています。ど

んな政治も、いかなる利益も、人々の

日々の生活に勝るものはないことを

望んでいます。 （トルコ） 

ジョン・ロックは、自然状態は平和だと考え

ました。そこでは、社会契約の前に人々は

別々に友好的に暮らしました。しかし、（トマ

ス）ホッブスはより悲観的な見方をして、自

然な状態は戦争だと提案しました。 

平和が人間の定められた目的地であるか

どうかは、いまだに解決されていませんが

私は、すぐに終末の日に向かわないこと

を、心から念じています。 （中国） 

とても感動的なツアーでした。ぜひ、平

和活動を続けてください。 

廿日市市国際協会の平和ツアー、そ

の一部に触れて、感銘を受けました。 

（インド） 

1. 会って、情報を伝え合い、平和問題について話し合

おう。違う意見を恐れないで。恐れは、誤解、難問、

戦争へという流れを作ってしまうから。 

2. 協力して一緒に問題を解決しよう。単独で考えるの

ではなく。 

3. その問題の達成、結果、技術についての情報をシェ

アしよう。 

4. 賢明になろう。もしあなたが軍隊への出願書を目にし

たら、もっと平和への道を考えよう。広島、長崎のあ

の悲惨な経験が、いかに人類が愚かな考えだったか

を示している。 

5. 子供時代からの適切な子育てをしよう。 

6. 科学技術は、人類が必要に応じて、適切な方法で最

終的に役に立つように使おう。    （ロシア） 

いい機会を作ってくださって、

ありがとうございました。いつ

も平和を祈ります。 

（韓国） 

小さい頃から戦争の恐ろしさも知

らぬまま過ごして成長してきた。

平和ツアーを通して、広島の被

爆の事を一層深く理解できまし

た。これからも自分が平和の為

に「平和と愛」を訴え続けたいと

思います。 

（マレーシア） 

ボランティアが平和のために、「は

つかいち平和ツアー」を何年も連

続して行っていることに本当に感

動しました。これから私も、この精

神を習って、世界の平和のため

に、自分の力を貢献します。 

（中国） 

世界が平和で 

ありますように 
（中国） 

やはり平和を求めると同

時に、戦争への反省もす

べきだ。 （中国） 



  
  

 

 

 

                  

                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長表敬訪問にて。けん玉を手に。 

 

 

7月 27日（土） 

岩国空港を出発し、羽田空港か

らバンクーバー空港へ。バンク

ーバー空港からビクトリア空

港、カナダ・サーニッチへ 

8月 12日（月） 

岩国空港到着。 

ただいま！ 

廿日市！ 

７月２７日（土）から８月１２日（月）までの１７日間、廿日市市から選考を経て選ばれた３人の高校生がカナダを訪問し、ビクトリア教育

委員会が実施するサマープログラムへ参加してきました。サーニッチ・ビクトリア周辺視察を通して、カナダの自然の美しさ・歴史や風

土について学び、多国籍の人々とのふれあいを通して、私たち日本人をやさしく受け入れてくれる温かみを感じることができたと思い

ます。サマープログラムでは、英語を使った実践的なコミュニケーションはもちろん、海外という不慣れな環境でありながら、物おじせ

ずにアクティビティに挑戦し克服する頼もしい姿を見ることができ、研修が 3人の高校生にとってたいへん実りあるものだったと実感し

ています。 

7月 28日（日） 

１０時間を超えるフライトを終

え、無事カナダに到着！ 

さっそくサーニッチ・ビクトリア

周辺を視察しました 

カナダの豊かな自然や文化に触

れながら、ほかの国の学生と積極

的に話すことができました。互いの

国のことを教え合うことができて、

とても面白かったです。自分の英

語力の不十分さも感じたので、こ

れからもっと勉強して将来沢山の

国の文化について学びたいと思い

ました。       

米原 希 

現地の人は親切で、楽しく働く姿が印象

的でした。伝統料理や美しい町並みに触

れ良い経験になりました。英語での交流

は大変でしたが、改めてコミュニケーショ

ンの大切さと楽しさがわかりました。異文

化交流の素晴らしさを伝え、学んだことを

生かしていきます。              

伊達 朱音 

カナダ青少年派遣事業に参加した学生の生の声を聞きま

す。より詳しいお話を聞きたい方、この事業に興味のある

方は、ぜひ参加してください。人数把握のため、事前に協

会まで申込みをお願い致します。 

日 時： ２０１９年１０月１８日（金） １９時～ 
場 所： 廿日市市市民活動センター  第１研修室 

参加費： 無料  

申込・問合せ： 廿日市市国際交流協会事務局まで 

 

広大な景色でカヌーを体験！ 

岩国空港にて出発前に顔出しパネルで記念撮影！ 
ドキドキ、ワクワク！いってらっしゃい！ 

カナダの印象に残っていることは、日本との生活環

境の違いです。ブリティッシュ・コロンビア州ビクトリ

アの緯度は北海道より北にあり、夜暗くなる時間帯

がやや遅くて２１時過ぎまで明るく、まるで１日が長

いように感じました。    

ビクトリアの朝、夕方は少し肌寒かったです。寒い中

でブリティッシュ・コロンビア州のフェスティバルの花

火も見ることができました。ホストファミリーや学校で

できた新しい友達や先生など、文化の異なる者同士

の珍しい体験もでき、充実した２週間になりました。 

大塚くるみ 

クラスメイトとランチタイム 

有名なブッチャードガーデン 

日曜日はホストファミリーと郊外へ 

ブリティッシュ・コロンビア州議事堂 

ホストファミリーと BBQ！ 

ビクトリア大学の留学生ルーム 

ビクトリア・ダウンタウンの中華街 

7月 29日（月）～ 8月 10日（土） キャンプビクトリアサマープログラム参加＆カナダの家庭でホームステイ 

8月 11日（日） 

ビクトリア空港 ～ 

バンクーバー空港へ 

名残惜しみながら羽田空港

へ出発しました 

マイル・ゼロの標識の前で 

今は使われていないダイナミックな鉄橋 

温かさにあふれたホストファミリーと一緒に有意義な日々を過ごし、多くのことを学ぶことができたようです。

美しいカナダの自然の中で過ごしたことで、カナダの広大さを肌で感じることができたのではないでしょうか。 

彼らにとって、生涯忘れることのない貴重な体験であり、今後の生き方に大きな影響を与える研修旅行であ

ったと感じています。 ☞ 
 



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/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

27 日 

（日） 

「Let's speak English」 
 初歩の英会話クラスです。”ゆっくりと、しかし一歩前進”
をモットーに、英語を話す能力を伸ばします。皆さんも英
語で話してみませんか？ぜひ一度参加してみて下さい。 
“Let’s speak English! Why don’t you come?”（9/23 締切） 

10：00

～ 

12：00 

中央市民

センター 

○ 
中・ 

高生 

○ 
シニア

OK 
100 円 

土曜通訳

ガイド 

ボラン 

ティア 

- 
講師の都合により、当分の間、「日本語サポーターこう

かん会」はお休みします。ご了承ください。 
- - - - - 

日本語 

学習支援 

ボラン 

ティア 

不明の振り込み人を探しています 

９月２日に、廿日市市国際交流協会の口座に２０００円が、振り込み人の氏名未記入で

振込まれていました。お心当たりのある方は、至急、廿日市市国際交流協会までご連

絡ください。宜しくお願い致します。 

イベント情報 ２０１９年１０月 

 

※ 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。 

講師にインド出身のチェタンさんを迎え、本場インドのカレーを作って試食し

ます。難しいイメージのあるインドカレー、今回は日本の家庭でも作りやすい

レシピで挑戦します。みんなで作ったカレーを試食しながら、チェタンさんと

海外活動の経験豊富な濱長先生のインドの深い話をお聞きします。親子

参加大歓迎です。辛さも調整できますので、辛い味が苦手な方も大丈夫。お

気軽に参加してください！ 

 

国際理解講座 

日 時：１０月２６日（土）１０時～１２時 （受付９時４０分） 

場 所：廿日市市市民中央センター2F 調理室 

参加費：会員６００円 会員外８００円（親子割引あります） 

定 員：１５名（先着順） 

※材料の調整のため事前申し込みが必要です 

講 師：チェタン・サワラギマタさん（男性：インド出身） 

濱長真紀さん（ひろしまグローバルプラットフォーム ソトカラ） 

申 込：廿日市市国際交流協会まで 

 

【お知らせ】 

講師からのメッセージ 

「私の名前はチェタンといいます。インド出

身で、生まれたのは、インド南部です。日本

には２０１４年に来ました。最近、ライオン

キングが大好きで、みんなが私のことをシン

バと呼んでくれることが嬉しいです。シンバ

と呼んで下さい！料理を作るのが好きです。

よろしくお願いします！」 

辛いは英語で hot？spicy？ 

I love spicy hot curry！ 


