
　新年を迎え、皆様にはいかがお過ごしでしょうか。おかげさまで、昨年は協会設立３０周年を

迎えることができました。しかし、COVID-19感染拡大により世界中が大変な状況に見舞わ

れ、現在もその対応は継続しています。

　特に、外国から日本へ働きに来ている皆さんの窮状は、悲惨というほかありません。でも、昔

の人は「止まない雨はないし、明けない夜もない。」と言いました。

　さあ、困難な時こそお互い様 ！　“We are the people of the TOYOKAWA Citizens !”

国籍
ブラジル
ベトナム
フィリピン
中国
ペルー
韓国

他44か国
計50か国

人数（人）
2,791
897
738
691
464
465
750
6,796

2020年12月28日現在

豊川市の外国籍市民

団体会員のご紹介団体会員のご紹介 賛助会員募集
　いただいた会費は、地域の国際交流活動や多文化共生
社会づくりのための法人の運営に大切に使用させていた
だきます。当協会の主旨に賛同される方、ご協力をよろし
くお願いいたします。

●個人会員 １口 ３，０００円
●高校生以下 １口 １，０００円
●家族会員 １口 ５，０００円 （同居の家族全員が対象）
●終身会員 １口 ３０，０００円 （一生涯として個人で登録）
●団体会員 １口 １０，０００円

＊会員期間は、入会された日から一年間です。（終身会員は除く）
入会月に継続のお願いを郵送させていただきます。

＊一年の途中で退会される場合でも、会費の返金はいたしません。

賛助会員になると次の特典があります。
■協会機関紙「　 」等による国際交流情報の提供（年２回）
■講演会、講座のご案内
■有料講座の受講料や各種イベントの参加費の割引
■協賛店での割引などのサービス

トラベル東海

文具、事務用品、ＮＥＣパソコン 
するがや

和食処 松屋

旬菜坊 味せん

インド料理 バンダナ

Ｄｏｎｍａｉ 京楽軒

サイクランド イノウエ

ラグーナテンボス「ラグナシア」

協賛店のご紹介

協賛店
募集中～！
＊協賛店の特典を受け
る場合、当協会の会
員証明書の掲示が必
要となります。会員証
明書をご希望の方は、
当協会執務時間中に
事務局までお越しい
ただければ発行いた
します。  

　協賛店の特典について、
詳しくは当協会のホーム
ページをご覧ください。
「メニュー」の会員・ボラン
ティア募集→会員優待でご
覧いただけます。
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岡崎信用金庫 豊川支店
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加山興業株式会社
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キュリアス精機㈱
宗教法人　西明寺
医療法人信愛会　大石医院
宗教法人　世界心道教本部
豊川商工会議所女性会
豊川染色㈱
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豊川文化協会
豊川宝飯ロ－タリ－クラブ
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㈱三菱UFJ銀行　
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㈱波多野組
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NPO法人　International Support 
Association 外国人とともに
石黒温室園芸
大宝産業㈱
㈱伊藤高次商店
株式会社　松栄管工
株式会社 日本デリカフレッシュ 豊川工場
㈱東雲座カンパニー
㈲鈴木紙店

（４月１日時点）
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ター

決まりました～！！
イメージキャラク

ター

決まりました～！！
イメージキャラク

ター

決まりました～！！

＊団体会員一覧は、当協会ホームページをご覧ください。

執務時間：午前８時３０分～午後５時１５分
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会館

豊川市国際交流協会
1階にあります

会員証のデザインを改めました。（従来のも
利用可能です）お持ちでない方でご希望の方
は、事務所までお越しください！

会員証
お持ちですか？

毎日快適スタイリッシュに！

8

〒442-0878
豊川市新道町1丁目1-3　勤労福祉会館内
TEL.0533-83-1571　FAX.0533-83-1581
（年2回　7・1月発行）
■URL http://www.toyokawa-tia.com（新しいHPアドレス）
■メールアドレス　oiden.tia@toyokawa-tia.jp

2021年1月発行 Vol.116
発行：公益財団法人
豊川市国際交流協会

Toyokawa International Association

国際交流通信



TIAレポートTIAレポートTIAレポート30周年記念事業30周年記念事業30周年記念事業
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クリス・グ
レン氏と

高校生に
よる

パネルディ
スカッショ

ン

「世界へ
羽ばたけ！

」

ラジオＤＪ
クリス・グ

レン氏講演

「僕が日
本を選ん

だ理由」

イメキャラ
発表

受　付

設立３０周年記念式典設立３０周年記念式典設立３０周年記念式典

設立３０周年記念講演会設立３０周年記念講演会設立３０周年記念講演会

１１月１日日

会場●市音羽文化ホール

１０月１７日土
14：00 ～16：00

13：30 ～17：00

講師●名古屋外国語大学特任教授 
 川村 範行氏

新型コロナ禍で、３密回避、マスク着用など感染防止に努め実施しました。

　コロナ禍でマスク不足の中、豊川は友好都市の無錫市
新呉区からマスクを倍返しでいただきました。その箱上に
書かれた漢詩「一衣帯水　源遠流長　隔海相望　桜花満
開　衆志成就　戦病必勝」の精神は、長屋王が唐に送った
千着の袈裟に刺繍された一文の精神の健在を象徴。これ
は、２千年の長きに亘り日中両国の友好関係を継承してい
る証拠との見解から、川村氏の講演は始まりました。その
後、両国の大災害や経済間の相互扶助、米中関係、コロナ
禍の現状検証へと話は展開。結論として、「日中国交正常
化共同声明」を根拠に日中関係の原点見直しを強調され、
日中民間交流・草の根交流による平和友好協力が、今後の
両国関係にとっての重要なカギを握るとの提言を、来場者
に伝授されました。

記念式典表彰者一覧記念式典表彰者一覧記念式典表彰者一覧
豊川市国際交流協会表彰状受賞者

イメージキャラクター決まりました！イメージキャラクター決まりました！イメージキャラクター決まりました！

会場●市文化会館

イメージキャラクター
応募作品・協会の活動
紹介パネルの展示を
しました。

市内の高校生６名が自分の将来の夢と、
それに向けて、今学んでいることを発表
し、クリス氏がコメントしました。海外へ
積極的に出て夢を実現してほしい。コミュ
ニケーションが一番大切であり、その能力
を磨いてほしい。外国人は日本のことに興
味がある。外国へ行くと日本についていろ
いろ聞かれるので、まず日本のことを知る
ことが重要とのことでした。

ボランティアさんが
スタッフとしてお手
伝いしてくださいま
した。

彼の「日本愛」が
伝わる内容でした。

　記念式典では、多年にわたり国際交流協会の進展に寄与し、その功績
の顕著な方に、表彰状と感謝状を贈呈しました。

（敬称略）（あいうえお順）

豊川市国際交流協会感謝状受賞者（敬称略）

　表紙でも紹介したイメージキャラクター
ですが、２か月間の募集で青森から熊本
までの１７県４８名から７０点もの応募が
ありました。たくさんのご応募ありがとう
ございました！

「設立３０周年記念特集」配信中！「設立３０周年記念特集」配信中！「設立３０周年記念特集」配信中！
協会ホームページ、Facebookをクリック！

　スイス鉄道ジオラマ、トニーハリー＆ジェイ、世界のグルメ、世界で活躍する
豊川のグローバル企業、当協会ラテンアメリカ部会のアトリエ・パチャママのパ
フォーマンスなど、内容盛りだくさんです。

◆協会の進展に寄与し、その功績の顕著なもの
●石川 則男（会長４年以上）
●今泉 徳好、本馬 清珠、松下 紀人（理事６年以上） 
●伊藤 憲男、日比 嘉男（監事６年以上）
●今泉 秀哉（評議員８年以上）

◆多額の私財を寄附し、その功績の顕著なもの
●団体　オーエスジー株式会社
●個人　北村 京子

◆多額の私財を寄附し、その功績の顕著なもの
●団体　有限会社本馬電工

◆会長が特に表彰を必要と認めるもの
●大須賀 鬨雄ケネス、中尾 朝充、山脇 実

◆会長が特に表彰を必要と認めるもの
●田辺 健人

猪飼 正一、宇野 波江、黄木 廣保、小原 三恵子、笠原 栞、
嶋 勝康、菅原 秀子、夏目 三千子、西牧 瞳美、本馬 清珠

国際交流・国際理解関係

太田 みよ子、大場 眞理子、近藤 正一、塩川 美和
Janete Borges Santana、園山 昌子、玉村 弘一　
平野 エスペランザ、松浦 和子、山﨑 信子

多文化共生関係

また、豊川市在住の
大下花さんと酒井
亜由香さんが特別賞
を受賞されました。

とよっぴー
（福添歩美さん・大阪府）

コリンちゃん
（里見節子さん・大阪府）

We丸
（三本好太郎さん・熊本県）

スライドショーの見たい
映像をクリック

お知らせ一覧の見たい
映像をクリック

トップページ

トップページ ここ　 をクリックすると、
大画面で見られます！

ボランティア活動で貢献された方

豊川市八幡町鐘鋳場180
TEL.0533-65-8088
8：30～19：00頃　月曜定休

LA PETITE MAISON
ラ・プティ・メゾン

毎日快適スタイリッシュに！

想いはみんな同じ ‘’安全・安心で豊かな食‘’

JAひまわり 検索☎85･3171

本  店　豊川市諏訪１丁目１番地
URL http://www.ja-himawari.com/

Open/11:30-15:00（Lo.13:30）

TEL/0533-84-3788
Close/毎週日曜日・第3月曜日

18:00-22:00（Lo.20:30）

イタリア料理

【ジータ】
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▲フィルダウス イファン マヘンドラさん ▲ベレイラ ユキさん

マカオってどんなとこマカオってどんなとこ
●９月２６日（土）１４：００～１６：００
●場所：市勤労福祉会館
●講師：岩崎　瞳さん　
●参加者：39名
　お母様がマカオ出
身で、マカオにゆか
りのある岐阜県多治
見市在住の岩崎さん
に講演をしていただ
きました。ハキハキ
とした詳しい説明
で、マカオの人は香港の人より歩くのが遅いなど、いろい
ろ知ることができました。また、マカオに５年間滞在したこ
とがある会員の山口泰子さんに体験談をお話していただ
きました。コロナ禍のため、恒例のブレイクタイムでの
飲食はやめ、おやつはお土産として持ち帰りにしました。
マカオで日本の演歌にあたる「ファド」の動画の歌声に、
参加者の方たちは酔いしれていました。

第１１回
豊川市日本語スピーチコンテスト
第１１回
豊川市日本語スピーチコンテスト
●１０月１８日(日)１３:３０～１５：００　●場所：市勤労福祉会館

　本年はコロナ禍のもと、応募者が小中学生１人、高校生以上一般は
４人と少なかったですが、全員に発表をしていただきました。会場は、
透明パネルやビニールを利用して、感染防止に努めました。このよう
な雰囲気においても出場者は、日本での学校生活、日本で体験したこ
とや新型コロナウイルスのことなど、しっかり元気に発表しました。

日本語ボランティア養成講座日本語ボランティア養成講座
●10月25日（土）13：30～ 15：40
●場所：とよかわボランティア・市民活動センタープリオ　視聴覚室
●講師：特定非営利活動法人多文化共生リソースセンター東海代表理事　土井佳彦氏

　ボランティアで日本語を教えてみたい人に、その活動が楽しくスタートできるように実施しました。教師と
ボランティアの違いを知り、日本語を教えることに対して不安を抱いている方達に希望を与える内容でした。
また、現在ボランティアをしている方にとっても振り返りになる内容でした。

会員さんのご紹介～！会員さんのご紹介～！

　県立高校の教員をしております。ここ３年ほど、豊川市国際交
流協会のイベントで、鉄道模型ジオラマを展示させていただい
ております。おかげさまでご好評をいただいており、制作の励み
となっています。また、同協会の中国語教室で、林明子先生に中
国語を学んでいます。将来は中国語をマスター
し、中国の方達ともコミュニケーションを図れる
ようになり、自分の鉄道模型ジオラマを中国に
紹介できるように
なりたいと思って
います！

伊藤悟良さん

当協会は多くのボランティア会員の方々に活動していただいて
おりますが、今回2名の方からコメントをいただきました！

日本語教室部会
　私は昨年のマレーシア高校生体験学習プログラムに参加し、
帰国後もマレーシアと日本の橋渡しをしたいという思いで国際
交流協会へ入りました。その他にも沢山のイベントを通じ、海外
の文化について触れる機会が多くあると思ったからです。今は
林先生の中国語の講座に通
い、第二言語の取得に励んで
います。客室乗務員になると
いう夢を実現できるように
英語も中国語も手を抜かず
今できることを精一杯こな
したいです。

田中瑞穂さん
高校生会員

豊川の企業でがんばる
外国人の紹介！
　今回は日本車輌製造株式会社豊川製作所様
のご協力を得て、インドネシア出身の実習生の
皆さんにインタビューを行いました。

会社名●日本車輌製造株式会社 
 豊川製作所
所在地●豊川市穂ノ原二丁目20番地
企業概要●豊川製作所は昭和39年より総合車
両工場として集約整備され、あらゆる鉄道車
両を開発・生産する能力をそなえています。

　今回は、若くて元気いっぱいの４人がインタビューに協力してく
ださいました。冗談を交えながらお話してくださり、とても楽しく
取材できました。自分だけでなく、周りの人も幸せにしたい！と語っ
てくれたのが印象的でした。ご協力ありがとうございました！

好きな日本の食べ物は何ですか？
❶牛丼　❷肉うどん　
❸きつねうどん　❹肉うどん

嫌いな日本の食べ物はありますか？
❶寿司（生臭さが苦手）
❷納豆の臭いと形が苦手です。
❸豚肉料理全般　❹豚肉料理全般

お休みの日は何をしますか？
❶アニメを見ます。日本語の勉強にもなり
ます。一番好きなのは進撃の巨人です。
鬼滅の刃も見ました。

❷散歩をします。長い休みには遠くの街に
遊びに行っていました。（名古屋・東京な
ど）アニメを見るのも好きです。一番は
ワンピースです。

❸日本人の友達と食事会をしたり、登山を
したりします。大阪、京都に旅行に行った
こともあります。USJにも行きました！

❹先輩とオンラインゲームをします。サッ
カーゲームをよくやります。

自分の国の良いところ
を教えてください。
❶バリ島。とても綺麗なと
ころで、サーフィンが楽
しめます。

❷バリ島。自分の出身のポ
ノロゴという町の伝統
的な踊りもお勧めです。

❸バリ島。あと、ジャヤとい
う山の景色は最高で
す！頂上に雪があるんで
す。インドネシアで見ら
れる唯一の場所です。

❹ジョグ・ジャカルタ。昔の
首都で、日本でいう京都
のようなところです。

日本と自分の国の文化や習慣の違いで
困ったことはありますか？
❶日本の冬はとても寒いです。ただ、夏の湿度
も苦手なので、夏より冬の方がマシです。

❷自動トイレにはびっくりしました。ボタン
がたくさんあって、最初は全然分かりませ
んでした。あと漢字を覚えるのが大変。仕
事でも漢字が分からないと困るので、勉
強を頑張っています。

❸ジェスチャーの違い。インドネシアで謝る
ポーズが日本ではお祈りのポーズでした。

❹冬が寒すぎます。

どんな仕事をして
いますか。
❶プレス・板金加工で
す。車両のもととな
る最初の部品をつ
くります。

❷検査です。ブレーキ、
内装、配管など…　
面白いです。

❸車両の床の溶接。　
一番忙しい部署です。

❹検査です。

終わりに

＜小中学生の部＞　
国際交流協会会長賞 ペレイラ ユキ さん (代田小学校６年生)
＜高校生以上一般の部＞　
豊川市国際交流協会会長賞 フィルダウス イファン マヘンドラ さん 
   (実習生、インドネシア)
豊川市長賞　グントウル サロジャ プトラ さん (実習生、インドネシア)
豊川教育委員会賞　イルハム プラタマ アルディアンシャー さん  
   (実習生、インドネシア)

入賞者

❶カトン グントゥル ペルティウィさん
滞在日数：3年目

❷ギデオン ヨガ プラマナさん
滞在日数：3年目

❹フィルダウス イバン マヘンドラさん
滞在日数：2年目

❸グントゥル サロジャ プトラさん
滞在日数：2年目

豊川青年会議所の山田真之介さんに
デザインしていただきました。

　記念誌には当協会の３０年の歴史が詳細に紹介されています。
これまでにたいへん多くの方が関わって下さったことが分かり
ました。賛助会員の皆様を始め、市内公共施設や学校、幼稚園・
保育園などに配布しました。
　記念品のボールペンとイメージキャラクター付きの手提げ袋
は、１１月１日に行われた記念式典にて、来場者に配布しました。

３０周年記念誌・記念品を
作りました。

将来の目標・夢は何ですか？
❶幸せになること！自分だけじゃなく、周りの人もです。国に
帰って、自分の会社を作り、社長になりたいです。日本語
教室もやりたいです。

❷幸せになる事！
❸インドネシアに帰って、土地を
買って家を建てて、人気の会社で
働きたいです。あとお母さんに孫
を見せてあげたいです。

❹実習が終わったらインドネシア
に帰って起業したいです。お母さ
んを喜ばせることがしたいです。

〒441－8042 豊橋市小池町36番地の1
tel. 0532・46・3281　fax.0532・46・3285
〒442－0033 豊川市豊川町辺通37番地の3
tel. 0533・89・8625

本　　　社

豊川営業所

毎日快適スタイリッシュに！
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毎週水曜日　19:30 ～21:00（月4回）
勤労福祉会館にて

▲豊川から出場し入賞した
　カトン グントゥル ペルティウィさん
　（インドネシア）

▲講師：白藤謙一さん. ▲前回の様子

今後の行事予定 1月～3月
第１１回東三河スピーチコンテスト第１１回東三河スピーチコンテスト第１１回東三河スピーチコンテスト

会　場　穂の国とよはし芸術劇場PLAT（アートスペース）
1月24日日　13：00～16：30

部会活動の紹介～！
今回はニイハオ部会を
ピックアップ！

　２０１８年２月、当協会主催「ソロモン諸島ってどんな国」の講演
者、白藤シンデレラさんが、今年５月に亡くなられました。生前、元
気で明るく笑顔の絶えなかったシンデレラさんを振り返りなが
ら、今回は、ご主人にソロモン諸島の講演をしていただくほか、現
在、ソロモン諸島から来日しているご家族からも話を聴きます。

　東三河５市に在住する日本語
が母語でない小学生以上で各
市国際交流協会が選出した方が
出場します。

ソロモン諸島ってどんな国  第２弾ソロモン諸島ってどんな国  第２弾ソロモン諸島ってどんな国  第２弾

講　師　白藤謙一さん　　会　場　市勤労福祉会館
２月７日日　１４：００～１６：００

　市と税理士会との共催で、確定申告
の相談会を実施します。ポルトガル語・
スペイン語の通訳付きで行います。

外国人のための税務相談会２０２１外国人のための税務相談会２０２１外国人のための税務相談会２０２１

会　場　市勤労福祉会館
２月21日日　10：00～16：00

　災害発生時に、どのようにし
て自分の命を守り、そして何が
出来るのかを学ぶ、ボランティ
アスキルアップのための研修

防災ってお互いさま！防災ってお互いさま！防災ってお互いさま！

講　師　豊川防災ボランティア
 コーディネーターの会、
 豊川市防災対策課
会　場　市防災センター

２月28日日　９：００～１３：００

～イタリア料理店
GITA～

イタリアイタリア

　新年あけましておめでとうございます。昨年は新型コロナウィルス対策で、手指
消毒・マスク着用し、部屋の換気をして、間隔も空けて予防対策を十分取り部会活
動を継続しました。各自のレベルに従い中国語で話をしたり、テキストで学んだ
り、美味しい中国料理を食べたり楽しく活動しています。
　中国のドラマ・小説、旅行した時の話、中国で勤務・留学した時の話、中国料理の
話で盛り上がる事もあります。中国料理点心の大根餅をネットで調べ、大根おろし
と片栗粉でフライパンで作った話などを披露したりしています。
　中国語を学ぶことで、中国の歴史や文化に親しみ・理解が深まり、多文化共生の
ひとつになると思います。中国人の方もぜひ参加して日本語と中国語を話したり
と、相互交換学習を歓迎します。興味がある方・見学したい方は、ぜひ国際交流協
会事務所にお問い合わせください。

新年好！ 恭喜！恭喜！

部会長　大内寛志

活動

講　師　萬浪絵理さん

会　場　 市勤労福祉会館

3月14日日　13：3０～１6：3０

千葉市国際交流協会委託
日本語教育コーディネーター

災害時通訳ボランティア及び
防災ボランティアコーディネーター
スキルアップ研修

　対話型日本語学習活動に欠
かせないコミュニケーション
スキル「やさしい日本語」と「聴
く・待つ」－『わたしを伝える日
本語』を使って学びます。

日本語ボランティアスキルアップ研修日本語ボランティアスキルアップ研修日本語ボランティアスキルアップ研修
－コミュニケーションスキル－

　中学２年生の時、憧れていたサッカーのカズがイタリア
料理を紹介するTV番組を見て、こんな料理があるんだと
感銘を受け、イタリア料理の料理人を目指す。高校の時に
は、数々のレシピ本を見て独学でパスタなどを作りながら
調理師学校への進学を決め、大阪あべのつじ調理師専門
学校へ進み、料理の基礎を学ぶ。
　その後、日本のレストラン（兵庫県のアモーレベーラ）で
現場での仕事を学び、本場イタリアで学びたい気持ちが
強くなり、かねてから夢見ていたイタリアへ渡ると決め、全
く分からないイタリア語を勉強しお金を貯め渡伊。イタリ
アでは、２か月ほど語学を教授してくれる学校にお世話に
なり、その後希望していたレストランへ。
　最初にお世話になっ
たのは、南イタリア・
プーリア州ターラント
という町にある大きな
レストラン。南イタリア
は、とにかく前菜がた
くさん食べきれないほ
ど提供されるアッサジーニというスタイルで、色々な郷土
料理を学べ、すごく刺激を受けた。こちらのシェフは女性
シェフで（おばあちゃん）、とても暖かく迎えてくれ、メル
カート（市場）にも連れて行ってくれた。イタリア語を満足
に話せなかったが、シェフが優しくイタリア語まで教えて
くれ、休みの日には、レストランのスタッフが色々な所を案
内してくれた。サッカーも一緒にした。クリスマスの日には
スタッフの家に招待してくれ、本場イタリアのクリスマスを
体験させてもらえた。イタリアでは、クリスマスは家族とそ

の土地の郷土料理を食べて祝い、お正月は恋人、友達と過
ごすそうだ。この南イタリアのレストランの方達が温かく
迎えてくれたおかげで、イタリア人の生活や考え方などが
すごく良く分かった。今でもこのレストランのスタッフとは
交流があり、イタリアへ渡航した際には一緒に食事を楽し
んだりする。
　２軒目は、北イタリ
ア・ピエモンテ州にあ
る１ツ星レストランヘ。
こちらは１ツ星という
こともあり、プーリアの
レストランとはうって
変わりピリピリとした
キッチン。料理は洗練されたもので、前店とは全てが異
なっていて、新たな勉強ができた。が、休みの日はレストラ
ンスタッフとの交流も無かったので、当時北イタリアにた
くさんいた同じ修業中の日本人の友達と、サッカー観戦な
ど楽しんだ。
　３軒目のレストランは、トスカーナ州。こちらは、シェフ
以外は同じ年代のイタリア人、アメリカ人、日本人スタッフ
で、みんなで共同生活をしながら四六時中一緒に過ごし、
それぞれの国の年代の人がどんな考えを持っているかを
よく話した。とにかく、日本人は真面目で大人しいと思わ
れていたので、私と接することで日本人のイメージが変
わったそうだ。（決して真面目で大人しくなかったので…）
　イタリアでの生活を
通して、郷土料理の豊
かさ、イタリア人の温か
さ、歴史など日本にい
たのでは感じることが
出来なかったことをた
くさん学ぶことができ
た。帰国後、感銘を受け
た南イタリアのスタイルでイタリア料理店をオープンし、現
在は南イタリアにこだわらず、地元食材をふんだんに使っ
た料理を提供している。そこには、プーリアのレストランの
シェフおばあちゃんが、「その土地にあるもので料理を作
る。それがイタリアスタイル。」という言葉をもらったから。
　あの時のこの言葉を忘れずこれからも精進します。

GITA　白井正幸

サイクランド イノウエ
〒442-0023
豊川市稲荷通2-6（東部中学校となり）
☎（0533）86-4281　定休日　毎週水曜日

2人の自転車技師が丁寧に対応

毎日快適スタイリッシュに！

〒442‒0878
豊川市新道町2丁目49‒1 Tel/Fax.0533ｰ84ｰ5570

本場ペルー料理のお店

豊川市美幸町１丁目９３－５
Tel: 0533-89-3444
E-mail: fujikicake@hotmail.com

NEW NEW

76



毎週水曜日　19:30 ～21:00（月4回）
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　新年を迎え、皆様にはいかがお過ごしでしょうか。おかげさまで、昨年は協会設立３０周年を

迎えることができました。しかし、COVID-19感染拡大により世界中が大変な状況に見舞わ

れ、現在もその対応は継続しています。

　特に、外国から日本へ働きに来ている皆さんの窮状は、悲惨というほかありません。でも、昔

の人は「止まない雨はないし、明けない夜もない。」と言いました。

　さあ、困難な時こそお互い様 ！　“We are the people of the TOYOKAWA Citizens !”

国籍
ブラジル
ベトナム
フィリピン
中国
ペルー
韓国

他44か国
計50か国

人数（人）
2,791
897
738
691
464
465
750
6,796

2020年12月28日現在

豊川市の外国籍市民

団体会員のご紹介団体会員のご紹介 賛助会員募集
　いただいた会費は、地域の国際交流活動や多文化共生
社会づくりのための法人の運営に大切に使用させていた
だきます。当協会の主旨に賛同される方、ご協力をよろし
くお願いいたします。

●個人会員 １口 ３，０００円
●高校生以下 １口 １，０００円
●家族会員 １口 ５，０００円 （同居の家族全員が対象）
●終身会員 １口 ３０，０００円 （一生涯として個人で登録）
●団体会員 １口 １０，０００円

＊会員期間は、入会された日から一年間です。（終身会員は除く）
入会月に継続のお願いを郵送させていただきます。

＊一年の途中で退会される場合でも、会費の返金はいたしません。

賛助会員になると次の特典があります。
■協会機関紙「　 」等による国際交流情報の提供（年２回）
■講演会、講座のご案内
■有料講座の受講料や各種イベントの参加費の割引
■協賛店での割引などのサービス

トラベル東海

文具、事務用品、ＮＥＣパソコン 
するがや

和食処 松屋

旬菜坊 味せん

インド料理 バンダナ

Ｄｏｎｍａｉ 京楽軒

サイクランド イノウエ

ラグーナテンボス「ラグナシア」

協賛店のご紹介

協賛店
募集中～！
＊協賛店の特典を受け
る場合、当協会の会
員証明書の掲示が必
要となります。会員証
明書をご希望の方は、
当協会執務時間中に
事務局までお越しい
ただければ発行いた
します。  

　協賛店の特典について、
詳しくは当協会のホーム
ページをご覧ください。
「メニュー」の会員・ボラン
ティア募集→会員優待でご
覧いただけます。

㈱ＡＩＨＯ
宇都宮工業㈱
オーエスジー㈱
大木産業㈱
岡崎信用金庫 豊川支店
㈱オノコム豊川支店
加山興業株式会社
㈱共栄社
キュリアス精機㈱
宗教法人　西明寺
医療法人信愛会　大石医院
宗教法人　世界心道教本部
豊川商工会議所女性会
豊川染色㈱
豊川ビジネスホテル
豊川文化協会
豊川宝飯ロ－タリ－クラブ
㈱トヨテック
ひまわり農業協同組合
㈱三菱UFJ銀行　
連合愛知三河東地域協議会
株式会社イトコー
中部ガス㈱　
㈱東海カントリ－クラブ
㈱市川造園
㈱ヒミカ
愛知県立御津高等学校

イチビキ㈱
豊川商工会議所
㈱ハクヨフードサービス
小林正男税理士事務所
テクノス㈱
豊川市観光協会
豊川中ライオンズクラブ
豊川ライオンズクラブ　
㈱トラベル東海
ト－アス㈱
社会福祉法人　豊川市社会福祉協議会
豊川市役所　市民協働国際課
豊川信用金庫
㈲ドラッグオオイ
日本車輌製造㈱　
㈱波多野組
株式会社　ＵＡＣＪ銅管
㈲和食処　松屋
NPO法人　International Support 
Association 外国人とともに
石黒温室園芸
大宝産業㈱
㈱伊藤高次商店
株式会社　松栄管工
株式会社 日本デリカフレッシュ 豊川工場
㈱東雲座カンパニー
㈲鈴木紙店

（４月１日時点）

イメージキャラク
ター

決まりました～！！
イメージキャラク

ター

決まりました～！！
イメージキャラク

ター

決まりました～！！

＊団体会員一覧は、当協会ホームページをご覧ください。

執務時間：午前８時３０分～午後５時１５分

豊川市
総合
体育館
　　●

心道教前
バス停

　豊川市
保健センター
●豊川

工業高校
●

県営
諏訪住宅
●

豊川市
消防署
●

姫街道

名鉄豊川線

諏訪町駅

至国府

至八幡
至豊川

至稲荷口

至
豊
橋

豊川市
文化会館

●　 勤労福祉
会館

豊川市国際交流協会
1階にあります

会員証のデザインを改めました。（従来のも
利用可能です）お持ちでない方でご希望の方
は、事務所までお越しください！

会員証
お持ちですか？

毎日快適スタイリッシュに！

8

〒442-0878
豊川市新道町1丁目1-3　勤労福祉会館内
TEL.0533-83-1571　FAX.0533-83-1581
（年2回　7・1月発行）
■URL http://www.toyokawa-tia.com（新しいHPアドレス）
■メールアドレス　oiden.tia@toyokawa-tia.jp

2021年1月発行 Vol.116
発行：公益財団法人
豊川市国際交流協会

Toyokawa International Association

国際交流通信


