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草 の 根 で 結 ぶ 世 界 と 庄 内

国際村だより　もくじ
出羽庄内国際村

　●　ホストファミリー
　●　イベントボランティア
　●　コミュニティ通訳ボランティア
　●　財団賛助会員
　　　　　　　　　随 時 募 集 中

コロラドスタディツアー2018　レッドロックス野外劇場見学

Ｐ２：第24回出羽庄内国際村ワールドバザール
Ｐ３：コロラド州から訪問団来鶴・
　　　日本語教室田川地区運動会参加
Ｐ４：せかいの台所・器の会・フレンドシップサロン
Ｐ５：コロラドスタディツアー・
　　　英語教育を学ぶスタディツアー
Ｐ６：これからの事業紹介と募集　
　　　外国語講座第2期他・韓国語特別講座
　　　ワールドコミュニケーションクラブ
Ｐ７：私たちの活動シリーズ⑬
　　　鶴岡田川地区日中友好協会
　　　日本語スピーチコンテストin庄内
Ｐ８：せかいの台所レシピシリーズ～カメルーン
　　　あとがき・各友好協会について

Ｐ２・３：出羽庄内国際村音楽祭2017
Ｐ４：日本語教室の活動
Ｐ５：日本語スピーチコンテストin庄内・器の会
Ｐ６：韓国語特別講座・フレンドシップサロン
　　　ワールドコミュニケーションクラブ
Ｐ７：私達の活動シリーズ⑪
　　　協力隊を支援する地球家族の会
　　　せかいの台所～モザンビーク、ドイツ
Ｐ８：せかいの台所レシピシリーズ～ドイツ
　　　外国語講座第３期目募集
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第24回出羽庄内国際村

伊藤進（折り紙）、金魚の会、国際ソロプチミスト鶴岡、Gospel Gleamers、コロ
ラド・ユース・イン・アクション、さくらスタジオ双葉オカリナ教室ウクレレ教室、Shooting☆

Stars、庄内日韓親善協会、庄内町国際交流協会、せかいの台所、だがしやアート楽校、チームＦＪ、中
国倶楽部、鶴岡通訳案内士の会、鶴岡青年会議所、鶴岡ニューブランズウィック友好協会、鶴岡ライオンズク

ラブ、鶴岡ラフォア友好協会、出羽庄内国際村日本語教室、二胡迷、日本語教室PPI J YAMAGATA、ハウオリ・フラ
スタジオ、羽黒高校英会話部、MAR with T、毬穂、やまがた地球家族の会、ワールドヌック庄内

ワールドバザール参加団体（五十音順）

ワールドバザール大盛況お礼みんなで作り上げた
出羽庄内国際村ワールドバザール 実行委員長　坂東　清一（中国倶楽部）

　6月10日に開催された今年のワールドバザールはた

くさんの人で賑わいました。様々なステージパフォー

マンスや展示・バザー等がありますが、何と言っても

目玉は鶴岡にいながら各国の料理が味わえることです。

今年は13ヶ国の料理が並び、自国の料理を楽しんで

もらおうと、朝早くから庄内在住の外国出身の皆さん

が準備に励みました。

　ワールドバザールは、様々な国の人々と直接交流で

きる数少ない機会の一つとして、近年では来場者はも

ちろん、ボランティア希望者の数も年々増えてきてい

ます。同じ地域に住む皆が、協力し合い楽しみながら

このイベントを盛り上げています。

　来年のワールドバザールも6月の

第2日曜日、6月9日に開催される

予定です。

　イベントの成否の要は天候です。今回のワールドバ

ザールは、直前まで大変に心配された天候も私の日頃

の心掛けにも関わらず好天に恵まれた事が幸いし、又、

前日の準備段階からも含め、当日の多くのボランティ

アの方々の協力があったからこそ無事成功裏に終える

事ができました。ありがとうございました。そして多

くの参加団体のステージパフォーマンスは中国雑技も

含め素晴らしく、何よりの楽しみになっている国際色

豊かな料理の品々はどれもおいしく、交流活動の紹介

展示は興味深く、団体の物品販売やフリーマーケット

では心躍る買い物など、海外を旅行した時の観る、食

する、買い物の全ての楽しみがこのバザールにはあっ

た。既に鶴岡の初夏の一大イベントとし

て定着している。感謝と共にワー

ルドバザールが長く継続して行く

事を願っております。

世界の料理やステージパフォーマンスなどが一日
楽しめる、国際村最大のお祭り「ワールドバザール」。
今年は約6,000人もの方々から来場いただきました。
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　国際村の日本語教室は、昨年に続き今年も招待を受

け、田川地区市民大運動会に参加しました。今年は、日

本語教室の学習者やその家族、約30名がマラソン、綱

引き、玉入れ、リレー、百足競争など全16種目のうち

11競技に出場し、玉入れは2年連続第一位という好成

績を収めました。また、百足競争など日本以外ではあま

り馴染みのない種目も、昨年に比べるとずっと上手にな

りました。競技に参加した皆さんが、得意不得意にかか

わらず、一生懸命にがんばっていた姿が印象的でした。

地域住民の皆さんとのよい交流の機会となりました。

　今年もアメリカ・コロラド州から、日本語

や日本の文化を学んでいるコロラド・ユー

ス・イン・アクションのメンバー16名が来

鶴し、6月6日から16日までの11日間庄内地

域の家庭にホームステイをしながら滞在しま

した。今年も多くの家庭からご協力いただき、

ありがとうございました。

　今回は鶴岡北高校、鶴岡中央高校、鶴岡東

高校、羽黒高校、大山小学校、市内の英語塾

を訪問。茶道などの日本文化の体験や、英語

の授業などへの参加を通して、児童・生徒の

みなさんと交流を深めました。加茂水族館の

見学では、メンバーの1人がアシカショーの

輪投げに挑戦し、会場を盛り上げました。ま

た、今回は酒田も訪問し、湊町探検隊の方々

の協力の下、商店街の散策や畳作り、巡視船

の体験航海を行いました。

　来年は約15名が来鶴する予定です。鶴岡

とコロラドの交流がますます深まることを期

待しています。

　今回の参加者はベトナム、インドネシア、アメリカ、

カメルーン、エチオピアなどの出身の皆さんで、長期

の在住者や短期留学生など、いろいろな人が参加しま

した。このように地域に根差したイベントに参加する

機会は外国出身の

皆さんにとってあ

まり多くはありま

せん。また、普段

の生活では触れ合

うことのない人た

ちとも交流ができ、

参加者からは「ま

た運動会に来た

い」との声もあり

ました。田川地域

の方々、サポート

してくださった皆

さん、ありがとう

ございました。

5/27
SUN

日本語教室が
田川地区の運動会に参加しました

コロラド・ユース・イン・アクション
今年もアメリカ・コロラド州か

ら来鶴！

ワールドバザールでのステージ発表

酒田の湊町探検隊の皆さんと

羽黒高校の生徒たちと玉川寺へ

加茂水族館見学

　国際村では、随時ホストファミリーを募集しています。ホームステイ

の受け入れに興味のある方は、国際村までお問合せください。
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国際理解講座　フレンドシップサロン

「中世の魅力〜チェコ共和国〜」

　料理を通して世界の文化に触れる国際村の人気講座「せ

かいの台所」。4月22日はタイ王国出身の佐藤サワイさんと

岩浪ティダラさんに、カイ・パット・バイカプラオ＋カイーダ

ウ（ガパオライス）、ケーン・チュータウフームー（豆腐と肉

団子が入ったスープ）、ゲーン・ブワーマン（サツマイモのコ

コナッツミルク煮）の3品を教えていただきました。

　ガパオライスは、ニンニクと唐辛子を油で香りがするまで

炒めたので、調理室全体が辛い香りに包まれました。ご飯の

上に目玉焼きをのせて混ぜて食べると、辛味がまろやかにな

ってとてもおいしいと好評でした。

やさしい味の豆腐スープとココナ

ッツミルクたっぷりの甘いサツマイ

モのデザートは、親しみやすい味

で参加者たちも大満足でした。

　6月23日は、国際村初のカメルーン料理。英語フリート

ーク型講座の講師でもあるヒルダ・イェンジョン・タンス

ィさんに、フィッシュ・ペッパースープ（スパイシーな魚の

スープ）、ジョロフ・ライス（トマトベースの炊き込みご飯）、

エグシソース（メロンの種で作った香ばしいソース）、チン

チン（ココナッツパウダー入りの揚げたスナック） の4品を

教えていただきました。

　フィッシュ・ペッパースープとエグシソースは珍しいスパ

イスのスモークパプリカ粉を使った料理で、ほんのりスモ

ークの香りがし、辛さも控えめで

した。ココナッツパウダー入りの

チンチンは甘さをおさえた素朴

な味のデザートでした。

国際村の料理教室「せかいの台所」

タイ料理／カメルーン料理

ホームページより、《せかいの台所レシピ集》をご活用ください。
今回のタイ料理とカメルーン料理（P8に一部掲載）のレシピはもちろん、

今まで実施してきた各国の料理のレシピを紹介しています。

　器の会は、国際村

日本語教室の学習者

の皆さんが“家庭の

味”を学ぶ講座です。

春と秋の年2回、旬の

食材を使った料理に

挑戦しています。

　今年度の第1回目は6月17日に行われ、魚のフライ、

切り干し大根のサラダ、冷やしうどん、あずき白玉の4

品の作り方を学びました。短時間で、簡単においしく

作れるものばかりで、参加者からは家庭でも作ってみ

たいという声がありました。参加した皆さんは、自分た

ちで作った料理をおいしくいただき、日本や自分の国

の食文化について話しながら楽しい時間を過ごしまし

た。これからも参加者

の皆さんが日本の家庭

料理と庄内の季節の味

を楽しく学べるように

企画していきます。第2

回目は11月に開催する

予定です。

器の会
 6/17 日本の家庭料理を学ぼう

　この事業は、外国出身の方や、様々な分野で海外な

どで活躍されている方の話を聞く会です。今年度第1回

目は7月21日に開催され、羽黒高校3年生の白幡佑海さ

んと、チェコ共和国出身で現在羽黒高校の留学生であ

るラファエル・アクイさんにお話しいただきました。白幡

さんは今年の1月から3月までチェコへ短期留学を経験し、

学校生活や食べ物、チェコ人の国民性についてなど、体

験を通して感じたことを、写真を交えながらわかりやす

く語っていただきました。チェコ語についてもアクイさん

と一緒に教えていただきましたが、とても難しく、会場

からは戸惑いの笑い声が聞こえてきました。

　次回は11月10日にアフガニスタンのお話を予定してい

ます。ご興味のある方はぜひお越しください。
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　毎年、山形県と姉妹県州の関係にあるアメリカ・コロラドへ行き、現地の人達との交流を通して異文化理解
を学んでいる国際村の《コロラドスタディツアー》。今年は合計9名の中高生、社会人が参加し、コロラドの
大自然の中で様々な体験をしてきました。コロラドから、それぞれのツアーの報告です。

コロラドスタディツアー2018　7/30～8/9

今年も庄内からアメリカ・コロラド州へ！

英語教育を学ぶスタディツアー　7/30～8/11

●アメリカの大自然に触れる旅　コロラドスタディツアー2018
●専門機関で研修しよう！　英語教育を学ぶスタディツアー

　庄内空港を緊張の面持ちで出発した中学から高校

までの参加者6名。デンバー空港に到着後は滞在先

のホストファミリーの歓待を受け、各家庭へ飛び込

んでいきました。翌日からさっそくプログラムが始

まりました。デンバー市内を見学しながらコーディ

ネーターの村治さんからアメリカやコロラドの歴史

について聞いたり、自然史博物館を見学し、ロッキ

ーの自然について学ぶなど、毎日新しい発見の連続

でした。

　今年の「英語教育を学ぶツアー」には、小学校教

諭2名と高校生1名が参加しました。今回のプログ

ラムの特徴的な内容は、実際にESL（英語を第2言

語として学ぶための学校）に入り世界各国からの学

生と一緒に英語を学びながら、さらに英語の教え方

について講師とディスカッションするというもので

す。自分自身の英語レベルの向上はもちろんですが、

他国の学生の学び方の違いや、多くの日本人の弱点

である話すこと、聞くことをどのように上達させて

いくかなどについて、現場の講師との話を通して考

えることができました。

　また、ハイキングで訪れたイザベル湖やロッキー

マウンテン国立公園では、何億年も前の地層や森林

限界などを実際に目にするなど、地理を実体験と共

に学びました。そのほか、参加者は英語レッスンを

受けたり、ホームステイ先では和食を振る舞ったり、

コンサートへ出かけるなど、実りある体験をしまし

た。このようにアメリカ西部でしか体験できないダ

イナミックな11日間を体験する2018年のコロラド

スタディツアーとなりました。

　参加者の一人である高校生にとっては「教育」に

ついて考えることは簡単ではありませんでしたが、

将来使える英語の習得を目指すためには、大変貴重

な準備研修でした。

　1人1家庭のホームステイでもアメリカの日常を

知ったり、お互いの交流を深めることができました。

13日間という短い期間でしたが、とても充実した

ツアーとなりました。

※後日、参加者が作成した報告書をHPに掲載いた

します。興味のある方はぜひご覧ください。

イザベル湖へのハイキング

英語学校の教師とディスカッション

一人一頭に跨って乗馬体験

ホストファミリーとの交流



　このクラブでは、英語が好きな中高生が毎月一回集ま
り、英語圏のネイティブの先生と一緒に英会話や外国の
文化を楽しく学びます。毎月楽しい活動を英語ネイティ
ブの先生たちが考えてくれます。

　現在、国際村では9月からの仲間を大募集中です！英
語が好きで、国際交流に興味のある中高生のみなさん、
もっと英語を聞いたり、使ったりするチャンスを増やしま
せんか？興味のある方は国際村までお問合せください。
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○各講座受講者3名より開講です。(子どものための中国語講座とベトナム語講座は4名より開講)
○入門コースに関しては、4月から1年をかけて学んでいますので第2期はゼロからのスタートではありません。
○事務局では見学（1回無料：要連絡）をおすすめしています。○テキスト代が別途かかる場合があります。

○気軽に外国語でネイティブの先生と会話を楽しみたい方々に
　大好評の講座です。
○毎月の日程は国際村ホームページ、Facebookに掲載しています。

 〈全コース共通回数券／5回券2,500円、10回券4,500円〉

〜これからの各種講座の募集案内〜
国際村賛助会員の方は各種講座の受講料が１割引です

外国語講座
第2期（9月〜12月）

フリートーク型講座 
申込み不要！ 1回500円

　昨年秋に初めて開催し、大好評だった「韓国語特別
講座」。韓国出身の協力者の皆さんと一緒に、実践的な
会話を模擬体験しながら学びました。今年は「韓国家庭
にホームステイしながら生活体験」をテーマに行う予定
です。料理、掃除、洗濯など、いろいろな場面を設定し
たブースを検討中です。皆さんのご参加、お待ちしてお
ります。
○日　時／10月21日㈰　午後1時～午後4時
○場　所／出羽庄内国際村ホール
○対　象／韓国語学習経験者　（レベル不問）
○参加費／高校生以上2,000円　 小・中学生1,500円
　※賛助会員の方は１割引き
○定　員／先着20名（8名以上で開講）
○持ち物／筆記用具、辞書
○申込み／10月4日㈭　午前9時より電話受付致します。

講座/コース名 講師 期間 回数 曜日 時間 受講料

英  語
初心者英会話 …　　　調　　整　　中　　…
レベルアップ
中級英語

グラント・ポッター先生
 （アメリカ出身） 9/6～12/20 15 木 19：00～20：30 19,500円

中国語
初　　級 魏　本紅先生（中国出身） 9/6～12/13 15 木 19：00～20：30 19,500円
中　　級 楊　詠麗先生（中国出身） 9/8～12/15 14 土 13：30～15：00 18,200円

子どものための中国語 孫　志紅先生（中国出身） 9/9～12/23 8 日 16：00～17：00 4,000円

韓国語 入　　門 李　賢熙先生（韓国出身） 9/4～12/18 13 火 19：30～21：00 16,900円
初　　級 蔡　明子先生（韓国出身） 9/7～12/14 14 金 19：00～20：30 18,200円

ドイツ語 始めようドイツ語講座 
入　　門

ブラント・アレクサンデル先生
（ドイツ出身） 9/11～12/4 10 火 19：00～20：30 13,000円

ベトナム語 ベトナム語体験講座
※9月11日申込締切

グェン・タン・トゥン先生
 （ベトナム出身） 9/16～11/25 10 日 19：00～20：30 13,000円

講座/コース名 講師 曜日 時間

英  語 かんばせーしょん
喫茶店

カリサ・トラバース先生（カナダ出身） 木 19：00～20：00
ヒルダ・タンスィ先生（カメルーン出身） 土 11：30～12：30

中国語 朋友你好！
楊　詠麗先生（中国出身） 木 19：00～20：00
魏　本紅先生（中国出身） 土 15：30～16：30王　雅萍先生（台湾出身）

韓国語 韓国との出会い 韓　文仙先生（韓国出身） 土 14：00～15：00

スペイン語 アブレモス・
エスパニョール

フロレンシオ・サンチェス先生 
（ボリビア出身） 土 14：00～15：00

フランス語 ル・サロン サラ・ミヨ先生（フランス出身） 日 18：30～19：30

コース名 期間 回数 曜日 受講料
入門 10/3～3/27 24 水 21,600円

スキルアップ 10/4～3/28 24 木 21,600円

太極拳講座
後期(10月〜３月)

W
ワール

ド

orld C
コミュニケーション

ommunication C
クラブ

lub 
メンバー募集中！

韓国語特別講座

一緒に、韓国生活を体験しよう！

　中国伝統太極拳
の中でも代表的な
流派で、老若男女
を問わず行うこと
ができます。

◎講師　  莉莉先生（上海出身）
◎時間　19:00～20:30

※各コース受講者4名より開講

○対象：中学生、高校生、高専生
○日時：月に1回程度（土曜日、または日曜日）
○会費：1,000円（9～3月）1回無料で見学可能

英語を使ってパンケーキ作り

ボードゲーム

先生の出身国の文化を学習

英語を使って俳句作り

昨年の講座写真。楽しく韓国語を学びました！
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　鶴岡田川地区日中友好協会（会長・皆川治鶴岡市長）

は、市民レベルで日本と中国の友好を深めるために活

動を続けています。

　中国の旧暦元旦「春節」の時期には毎年、祝う会を

開いています。今年は2月17日、出羽庄内国際村で開

催し、約70人が参加しました。庄内在住の中国出身

者らを招待し、会員とともに水ギョーザやマーボー豆

腐などを手作りし、二胡（にこ）の演奏や太極拳の演

武などを

楽しみな

がら交流

を深めて

います。

　中国語講座も開催しています。入門、初級、中級の

三つのクラスがあり、それぞれ週１回、鶴岡市中央公

民館を会場に開いています。講師は、黒竜江省出身

の孫志紅さん。各クラスとも分かりやすく指導してい

ただいています。今年は計35人が受講しています。定

期的に交流会を開き、中国料理を食べながら受講生

同士の交流を深めています。

　隔年で訪中団を派遣しています。今年は10月13日

から17日までの日程で湖南省の張家界市にある中国

有数の景勝地・武陵源を訪問し、壮大な風景が広が

る世界遺産を視察します。

鶴岡田川地区日中友好協会

中国語講座

昨年は庄内町で開催しました

　平成23年から毎年開催してきた「日本語スピーチコ

ンテストin庄内」は、今年で第8回を迎えました。このコ

ンテストの大きな目的は、コンテストを通して普段あまり

発表する機会の少ない外国出身の人々の思いを伝えたり、

地域の人がそれを知る機会にしようというものです。母

国を離れ日本で生活する中で、感じたことや驚いたこと

などたくさんあると思います。またこれからの夢、日本

の人に伝えたいことなどもあるでしょう。この機会に発表

してみませんか。

「第８回 日本語スピーチコンテストin庄内」に
参加してみませんか？

日　時：2018年11月18日㈰
　　　　10:00～12:30ごろ
場　所：酒田市公益研修センター

発表時間：5分～7分

募集人数：10名程度

応募資格：庄内在住の外国出身者

表　　彰：大賞1名　優秀賞2名、参加賞

審査内容：スピーチの内容、表現力、日本語能力

応募方法：国際村または各地域の実行委員の団体に

　　　　　お問い合わせください。

[第8回日本語スピーチコンテストin庄内実行委員会]

酒田市国際交流サロン、日本語学習支援ボランティア

べにばな会、遊佐町国際交流協会、遊佐町日本語講座

ボランティア、庄内町国際交流協会、三川町、出羽庄

内国際村日本語教室、（公財）出羽庄内国際交流財団

私たちの活動 !3

11  18
SUN

応募要項
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あとがき
　今年の夏、西日本各地では豪雨災害により多くの方々が
亡くなられ、また被災されました。亡くなられた皆様のご冥
福と被災されました皆様へ心からお見舞い申し上げます。
　そして、その後は日本全国が連日の猛暑に見舞われ、多
くの方々が熱中症で病院に搬送されるなど異常な天候が続
き、皆様も体調管理に大変な苦労をされたことと思います。
　さて、国際村では国際理解事業の一つとして9月から外
国語講座の2期目はスタートします。多くの皆様から申込み
をいただき、ありがとうございました。
　また、今年で11回目になりましたコロラドスタディツアー
事業も、先ごろ無事に終了いたしました。
　また、例年開催しております音楽祭については、11月17
日に開催する予定ですので、多くの皆様のご来場をお待ち
しております。
　今後とも多くの皆様から、国際村の事業への積極的なご
支援ご協力をお願いいたします。

　昨年度まで鶴岡市役所内に設置されてきた鶴岡・
ニューブランズウィック友好協会、鶴岡ラフォア友好
協会、鶴岡田川地区日中友好協会の事務局は、今年
度より出羽庄内国際村内が担当することになりまし
た。
　今年は秋にラフォア市訪問団が鶴岡を訪れる予
定です。また、冬には毎年恒例の日中友好協会主催
「春節を祝う会」も行います。各友好協会では会員
を随時募集中です。興味のある方は、国際村までご
連絡ください。

①ボウルに卵、砂糖、牛乳、
ココナッツパウダーを入
れ、混ぜ合わせる。

②別のボウルに小麦粉、バ
ター、ベーキングパウダ
ー、ナツメグ粉、シナモン、
塩を入れて、細かいパン
粉のようになるまで混ぜ
合わせる。

③②のボウルに①を少しず
つ加えて混ぜ、生地を作
る。

④生地を麺棒で平らにのば
す。

⑤生地を小さな四角に切り
分ける。

⑥鍋に油を入れて熱し、中
火にして生地を少しずつ
揚げる。

６月23日に実施された「せかいの台所～カメルーン料理～」

よりココナッツパウダー入りの揚げたスナック“Chin Chin 

(チン チン)”をご紹介します。

Chin Chin（チン チン） 【材料 10人分】

○小麦粉…500g ○グラニュー糖…1/2カップ

○牛乳…1/2カップ ○バター（又はマーガリン）…大さじ3

○シナモン…小さじ1/2 ○ココナッツパウダー…大さじ1～2

○ナツメグ粉…小さじ1/2 ○ベーキングパウダー…小さじ1

○卵…1個 ○塩…一つまみ

○油…適量

カメルーン料理
講師 ヒルダ イェンジョン タンスィさん

（カメルーン共和国　北西州出身）

作り方

レシピシリーズレシピシリーズレシピシリーズ
せかいの台所

鶴岡ニューブランズウィック
鶴岡ラフォア
鶴岡田川地区日中

友好協会
　　 について


