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●南相馬市物産展
福島県南相馬市の特産品販売
◇日　時：10月3日（木）、11月28日（木）

10:00 ～14:00
◇場　所：区役所中杉通り側入口前
●忍野村観光物産展
山梨県忍野村の特産品販売
◇日　時：10月18日（金）10:00 ～14:00
◇場　所：区役所中杉通り側入口前
●青梅市観光展
青梅市の特産品販売
◇日　時：10月21日（月）、23日（水）

10:00 ～15:00
◇場　所：区役所中杉通り側入口前
●青梅市写真展
青梅市の観光写真展
◇日　時：10月21日（月）～25日（金）
◇場　所：区役所２階区民ギャラリー

●吾妻の朝市
群馬県東吾妻町の新鮮な農産物の販売
◇日　時：10月24日（木）、11月21日（木）、

12月19日（木）10:00～13:00
◇場　所：区役所中杉通り側入口前
●名寄市・秋の観光物産展
北海道名寄市の特産品販売
◇日　時：10月25日（金）10:00 ～19:00

10月26日（土）10:00 ～16:00
◇場　所：区役所青梅街道側入口前
●おぢやフェア
新潟県小千谷市の新鮮野菜や魚沼産コシヒカリな
どの販売
◇日　時：10月27日（日）、11月24日（日）、

12月22日（日）11:00 ～13:30
◇場　所：小千谷学生寮駐車場（井草4-16-23）
●南相馬市観光物産展
福島県南相馬市の6次化商品展示会
◇日　時：11月25日（月）～29日（金）

9:00 ～17:00

◇場　所：区役所1階ロビー
●小千谷ふるさと市場
新潟県小千谷市の特産品販売
◇日　時：12月2日（月）10:00 ～14:00
◇場　所：区役所中杉通り側入口前
●南伊豆町観光物産展
伊勢海老の味噌汁試食サービス、干物や海藻な
ど南伊豆町の特産品販売
◇日　時：12月9日（月）10:00 ～14:30
◇場　所：区役所中杉通り側入口前・

1階コミュかるショップ前
●杉並区交流自治体合同物産展
　（すぎなみフェスタ）
◇日　時：11月2日（土） 10:00 ～15:30

11月3日（日） 10:00 ～15:00
◇場　所：桃井原っぱ公園（桃井3-8-1）
※物産展はいずれも雨天実施・売り切れ次第終了と
なります。マイバッグ（買い物袋）をご持参ください。
問合せ：区役所文化・交流課交流推進担当

☎03-3312-2111（代表）

◆ 国内交流自治体からのお知らせ ◆

交流協会の会員になりませんか？交流協会の会員になりませんか？
杉並区交流協会では、国内・国際交流の推進をはかるために、様々なイベント
を企画しています。あなたも会員になって、楽しく交流しませんか？

・個人会員  1,000円／年
　（9月以降入会の場合は初年度に限り500円）
・法人会員  20,000円／年

入会の月から3月31日まで（当年度末）

① イベントの情報や交流に関する情報紙［交流ニュース（年4
回発行）・NEWS LETTER（年8回発行）など］をお届けします。  

② 協会が実施するイベントに優先的に参加できる会員枠があ
ります。

③ イベント参加費に会員割引があります。

年度会費

会員期間

会員特典 申込方法
入会希望の方は杉並区交流協
会まで 電 話・ハガキ・Fax・
E-mailにより申込書類をご請求
ください。

交流イベント情報交流イベント情報Event Information from SACE 

　名寄市・東吾妻町と杉並区は、今年で交流・友好
自治体協定締結30周年を迎えました。7月6日（土）杉
並公会堂小ホールにて、合同記念式典が開催され、そ
れぞれ共同声明を発表しました。また記念公演として、
藤山新太郎氏による日本伝統マジック「江戸手妻」の
公演も行われ、区民や交流自治体訪問ツアーの参加者、
外国の方も多数ご参加くださいました。

【日　　時】
【会　　場】

【内　　容】

【共　　催】
【問 合 せ】

2019年12月7日(土) 12:00～16:00
セシオン杉並・１階展示室（杉並区梅里1-22-32）
※お車でのご来場はご遠慮ください。
イタリアについての講演会、観光・文化紹介、
物産販売ほか
入場無料／申込不要／入退場自由
杉並区
杉並区交流協会　Tel ： 03-5378-8833　 
詳しい内容はHPに掲載いたします。
https://suginami-kouryu.org/

11月2日(土) 　 10:00～15:30
11月3日(日・祝) 10:00～15:00
メイン開場＝桃井原っぱ公園（桃井3-8-1）
連携イベント会場＝杉並会館（上荻3-29-5）、
　　　　　　　　 桃井第一小学校（桃井2-6-1）
イタリアフェア、キャラクターショー、交流自治体物産展、
復興支援市場、グルメ・物販コーナー、団体発表ほか
すぎなみフェスタ実行委員会事務局
（区役所文化・交流課すぎなみフェスタ担当）
Tel：03-3312-2111（区役所代表）
フェスタHP https://www.sugifes.com/ 

交流友好協定締結30周年記念式典交流友好協定締結30周年記念式典

　さっそくですが、海外に行った時は日本との違いを発見すること
が楽しみの一つではないでしょうか？そのいくつかを紹介します。
❶建物が青く見える
　地震がないからでしょうか？ビルな
どの窓ガラスの占める割合が高いで
す。
❷現金を持ち歩かない
　現金でなくカードで買い物します。中
にはモバイル決済する人も。日本では
現金で買い物をすることが多かったで
すが、韓国ではカードで済ませていま
す。そのため、たまにお財布を持つとす
ごく重く感じます。（まれに現金が必要
な時があるので注意）
❸職場のチームで昼食
　区役所だけでなく、一般の会社もそ
のようです。毎日チームで昼食を済ま
せ、必ずカフェに行き、仕事の話や雑談をしてから職場に戻ります。
❹カフェが至る所にある

　カフェの需要が多く、チェーン店だけ
でなく内装やインテリアに気を使う個人
経営店も多いです。中にはミーティング
ルームがあるカフェも。
❺Wi-Fi天国
　カフェ、地下鉄、区役所等あらゆる所
でWi-Fiが利用でき便利。
❻チェーン店のカフェやハンバーガー屋
　では注文を機械でするところも
　まだまだ少ないですが、最近増えてい
るようです。高齢の方は機械に慣れておらず、注文できずに悲
しい思いをして店を出る場合もあると聞きましたが、機械を
使いこなす高齢の方を見てびっくりしたことがあります。機械
によっては多言語対応していて、日本語案内がある場合も。機
械で注文し、出来上がりも番号が掲示板に表示されるので、
すごく楽に注文することができます。
　さて、瑞草区役所では９月下旬頃に一週間続くソリプルフェ
スティバルという区最大のイベントがあります。私が所属して
いる文化芸術課が担当です。先日
（８月下旬）、フェスティバル時に
着るお揃いのＴシャツが出来上
がり、各職員に配布されました。
区役所一丸となって盛り上げて
いくという意味でソリプルフェス
ティバルが終わるまで毎日Ｔシャ
ツを着て仕事をしています。

窓ガラスの占める割合が高いビル

瑞草区役所の社食

ソリプルフェスティバル時に着る
予定のＴシャツ（白と黒の２種類）

ハンバーガー店の
注文機械

　アンニョンハセヨ。杉並区文化・交流課の
渡邉理代子と申します。今年の7月から12
月末まで、杉並区の交流自治体である韓国
ソウル特別市瑞草区へ派遣されています。

　杉並区交流協会では、毎年 1つの国を取り上げ、海外文化セミナーを

実施しています。

　今年度は、イタリアビーチバレーボールチームが、東京2020オリンピッ

ク競技大会において、杉並区永福体育館で事前キャンプすることを記念

して、「イタリア」をテーマに、文化や観光、食などを多くの区民に知っ

ていただくため、開催いたします。

北海道名寄市・群馬県東吾妻町北海道名寄市・群馬県東吾妻町
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場 所
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問 合 せ

海外文化セミナー海外文化セミナー ITALYイタリアイタリア

すぎなみフェスタ2019
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杉並区交流協会の“インターナショナルカフェ”でお会いしましょう。
交流協会では飲み物の販売や外国人対応コーナーを設けます。
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瑞草区だより2019
渡邉さん
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　はじめに協会事務局から杉並区に暮らす外国人データなどを紹介。講師の
山形美保子さんからは、前半で日本語学習者は外国人だけでなく海外で生ま
れ育った日本人など多様化していること、さらに外国人もボランティアに参加
し始めている最近の日本語教室についての紹介がありました。人が母語以外
の言語を8割程度理解できるようになるのに必要な語彙は、英語・フランス
語が千語程度であるのに対して、日本語は約5千語。この比較から日本語を
習得することがいかに難しいかが実感できます。
　後半はグループで外国人に分かりやすい「やさしい日本語」で伝える実習
に取り組みました。インタビューを文字化した文章をもとに、分かりにくい部
分を確認し、その文を短く分かりやすくする作業です。参加者からは、「日本
語の特徴が分かりやすく、もっと学びたい気持ちになった」、「伝えることと、
伝わることが違うことに気づいた」などの感想が寄せられました。新しいこ
とに取り組む楽しさは、そこに自分自身にも発見があるからでしょう。「無理
をせず、持てる力の5割程度で活動を始めてみましょう」、という山形さんの
言葉に、受講者の日本語ボランティアへの関心は一層高まったようでした。
（広報T）

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、より多くの方が気軽にボランティア活動に参加
できる機会を創出する杉並区独自のボランティア登録制度が始まりました。
　聖火リレーの警備、イタリアビーチバレーボールチームの事前キャンプ時の補助、ホームステイ・ホームビジット事業
への参加などの活動を一生の思い出につなげるために、講座では、日本ならではの和のおもてなしや、異文化理解の
基本的な考え方、非言語によるコミュニケーションスキルを高める方法などロールプレイ実習を通して学びました。
　外国からのお客様に言葉、態度、表情でどのように「おもてなし」をするか？受講者参加型の講座に約100名の受講
者からは、「あっという間の2時間半でした」などの感想をいただきました。

　6月27日（木）交流協会を会場にして、北イタリア出身のラウラ・グロッ
セッレさんを講師に15名の参加者が「Tiramisu ティラミス 」を作り、でき
あがったティラミスとエスプレッソを囲んでのお話を楽しみました。お菓子
の材料やエスプレッソを入れるモカエキスプレ
ス、そして何よりラウラさんの明るく陽気な雰
囲気にもたくさんのイタリア文化を感じ、ラウ
ラさんの故郷の町チッタデッラを美しい写真
を見ながら知ることができました。
　参加者のアンケートには、「楽しいお話と
ティラミスに満足しました」、「作るコツを聞け
てよかった」といった感想が寄せられました。
短時間でしたが皆さん充実した講座を受けら
れたようです。（広報Ｙ）

2019年9月7日（土）10：30～17：00
於：セシオン杉並

　日本の九州と同じくらいの木の葉のような形をした島、台湾。その
台湾と杉並区の交流は、平成23年の中学生親善野球大会に始まり、
平成27年からは東京高
円寺阿波おどりの台湾
公演を行っています。
　更なる交流を深めて
いくために、台湾の伝
統と文化、そして、グル
メを紹介するフェアが、
今年も開催されまし
た。

まるごと台湾フェア
オープニングセレモニー

　台湾の人口の約
5％（55万人）が先
住民族で、東側に
16部族が暮らして
います。そのうち、
台東に住む、アミ
族、プユマ族、パイ
ワン族、ブヌン族、
ルカイ族、タオ族の
6部族とその文化が
紹介されました。

講演会1「台湾原住民多様な文化と台東の楽しみ方」

オリンピック・パラリンピック特別講座オリンピック・パラリンピック特別講座

　台湾の建物は、色彩鮮やかで、装飾が豪華なものが多い印
象ですが、その中に木造などの日式建築が混在しています。日
式建築とは、日本
統治時代に建てら
れた建物で、和風、
洋風、和洋折衷が
あります。今、その
日式建築が、リノ
ベーションされて、
博物館や展示場に
なっています。

講演会2「台湾リノベ建築の最前線」

　台湾の原
住民の音楽
などが演奏
されました。
タイヤル族
出身の E r i
L iaoさんの
歌声が、会
場に響き渡
りました。

音楽演奏

おもてなしスキルアップ講座おもてなしスキルアップ講座
すぎなみ版ボランティア「TEAM NAMISUKE」すぎなみ版ボランティア「TEAM NAMISUKE」

イタリア文化理解講座イタリア文化理解講座

8月31日（土）13:30～16:00 　於：杉並区役所

グルメ

展示室

　佐記麺線、魯肉飯、手作りちま
き、焼きビーフン、黒糖タピオカド
リンク、台湾かき氷など、お店の前
には行列ができていました。
　台湾のアレンジ・ティーは、良質
なお茶に花のエッセンスをこめた
ものもあり、「飲む芸術」です。

台北駐日経済文化代表処の謝長廷代表と
オール杉並の中学生

　伝統芸能「布袋戯」は300年以上前に中国泉州（福建）で生
まれたものですが、台湾で独自に発展しています。舞台枠の下か
ら幾体もの人形を動か
し、黒衣が見えない点
は、人形浄瑠璃とは大き
く異なります。人気の
ジャンルはアクションで
魅了する武侠もので、人
形の独特のキレのある
動作は、京劇の見栄を思
わせます。

講演会3「映像で見る芸の継承と変遷」

講師 藤樫寛子さん（右）とゲストのパイワン族
ラパイさん（左）

講師 稲見公仁子さん

エリ・リャオ（右）＆ファルコン（左）

布袋劇についてカラフルな台湾雑貨東京高円寺阿波おどり台湾公演の紹介ボランティアの台湾留学生たち

講師 渡邉義孝さん

　台湾映画は、青春時代のピュアな心のヒダを、絶妙に描いた作品が特長
の1つです。青春の鋭敏な感性
をのびのびと表現し、「優雅な
時の流れ」や「静謐感」を感じ
させます。
 「星空」の原作者で絵本作家
の幾米の作品は、世界中で翻
訳されています。ほのぼのとし
た作風の、大人向け癒し系作家
で、温かさが魅力です。

映画「星空」

映画に加え、原作絵本のスライド上映と朗読

講師の山形美保子さん

グループでの実習の様子

お菓子づくりをしながらイタリア文化の魅力も味わいました。お菓子づくりをしながらイタリア文化の魅力も味わいました。

せいひつ

ジミー・リャオ

み　え

ボーテーヒー

日本語ボランティア日本語ボランティアはじめの一歩
8月20日 18：30～20：00　於：杉並区役所分庁舎　受講者51名

*ティラミス作りとお話**ティラミス作りとお話* 彩台湾彩台湾
いろどり

講師のラウ
ラ・

グロッセッ
レさん


