
　新型コロナウイルスのニュースで迎えた新年度。そのえいきょうは、リーマンショック

をこえると言われています。今回は、人命にかかわるためさらにたいへんです。国際交

流協会の活動も、５月末までお休みでした。６月からは、少しずつ活動を始めています。

　私たちは、今までも多くの病気や困ったことを、力を合わせて乗り越えてきました。

「こまったときはおたがいさま」という日本のことわざがあります。

『戦国策』には、「憂同相親」と書かれています。Yes, We Can!
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豊川市の外国籍市民

　大塚常務理事兼事務局長とパート職員の渡邉晃さんが退任し、稲垣常務理事、竹下事務局長、
パート職員の矢野リーサさんが就任しました。職員の紹介

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

刺身・海鮮炭焼き・寿司 北海道

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。

　今、私の周りは未経験地
帯が広がっております。で
も、外国籍の皆さんは更に
厳しい思いを抱えて、日々
上を向いて歩いてみえる
ことを直接知りました。私
も『理事の役割と責任』を
片手に、上を向いて歩いて
いきます。

Hãy kết nối với tương lai

迈向美好的未来！

미래에 연결하자
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豊川市国際交流協会は、今年設立３０周年を迎えます。
そこで、新しい一歩を踏み出すこの機会に、未来に繋がる豊
川市国際交流協会にふさわしい、イメージキャラクターを募集
します。キャラクターのイメージは、「未来、若々しさ、世界、色々な
人を包み込むやさしさ」です。ぜひ、みなさんで考えてみませんか。
みなさんのご応募をお待ちしています。

詳しくは、３ページもしくは当協会ホームページをご覧ください。

未来につなげよう！

Connect to the future！

Conectar ao futuro！

¡Conéctate al futuro！

常務理事 
稲垣 考俊

　国際交流について直接
的な経験はあまりありませ
んが、市役所や社会福祉協
議会で総務的な仕事に長
く関わってきましたので、
その経験や知識を活かし
て、協会に少しでも貢献で
きたらと思っています。 事務局長 

竹下 一正

　4月から豊川市国際交流協会
で働かせていただくことになり
ました、矢野リーサです。担当言
語はポルトガル語で月、火、水、
金に勤めています。小学4年生の
頃、ブラジルで一年半ポルトガル
語の勉強をしていました。入って
まだわからないことがあります
が、少しでもみなさんの役に立
てるように頑張りたいと思いま
すので、よろしくお願いします。

ポルトガル語担当
矢野 リーサ

㈱ＡＩＨＯ
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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
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豊川商工会議所女性会
豊川染色㈱
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NPO法人 International Support 
Association 外国人とともに
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（４月１日時点）

イメージキャラクター
大募集！

イメージキャラクター
大募集！

イメージキャラクター
大募集！
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〒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
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TIA設立30周年のご案内TIA設立30周年のご案内TIA設立30周年のご案内

▲設立記念 アグネス・チャンさん ▲設立10周年 藤岡弘さん ▲設立20周年 マリ・クリスティーヌさん ▲設立20周年会長挨拶

　緊急事態宣言下では、人との接触を極力減らすことが求められました。いわゆる「三密を避ける」と
いうことです。学校は休校になり、企業で働く社員は在宅勤務が増え、スポーツ等のイベントは中止に
なりました。私たちは大きなストレスを抱えながら日々を過ごしてきました。それは豊川市に在住して
いる外国人の皆様も同じです。このような状況を経験したからこそ気づいた課題ですが、今後このよ
うな事態を迎えた時に、人同士が直接接触しない交流をより良いものにできないでしょうか。若い世
代ではSNS等の交流は日常茶飯事です。しかし、そうではない世代、例えば外国人の比較的年配の方
にとってはSNSやLINEは当たり前ではないかもしれません。外国人の皆様との共生社会で生活に欠
かせない情報を、誰にとっても分かりやすく、タイムリーに届ける必要があります。外国人の皆様にど
のように情報をお届けするか、そこが国際交流の第一歩になると思います。ぜひ、皆様のお知恵をお貸しください。
　最後になりますが、豊川市国際交流協会に関係されているすべての皆様に心より感謝を申し上げますと共に、今後ともご
支援のほどよろしくお願い申し上げます。

　初めまして。委員長をさせていただくことになりました。副委員
長にベテランの猪飼さん、新鋭の室伏さん、前委員長の今泉さん
が顧問です。皆さまのあたたかいご支援をよろしくお願いします。
　新型コロナウイルスの影響で部会の中止、イベントや講座の中
止や延期などでさみしい思いをしているのは、私だけではないと
思います。
　皆さまご存じのように豊川市国際交流協会は今年、３０周年を
迎えています。たとえ最悪記念事業が延期ということになりまし
ても、空白を押し返し盛り上げていきたいと願っています。
　皆さまのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

新年度のご挨拶

令和２年度

運営委員の
ご紹介

公益財団法人豊川市国際交流協会 会長◉石川則男

アンニョン部会
猪飼正一さん

キュパティーノ部会
今泉徳好さん

スペイン語文化部会
室伏久治さん

チェコ部会
中西為男さん

ニイハオ部会
大内寛志さん

日本語教室部会
青島礼奈さん

ひらがなしんぶん部会
吉岡マリエラさん

ポルトガル語部会
菅原秀子さん

ラテンアメリカ部会
平野エスペランザさん

運営委員長　菅原秀子さんの挨拶

　新年度の新しい部会長をご
紹介します。新しく部会長にな
られた３名の方からコメントを
いただきました。部会同士の横
のつながりを深め、協力し合い
ながら楽しく国際交流活動を
していただきたいと思います。

　新年度の新しい部会長をご
紹介します。新しく部会長にな
られた３名の方からコメントを
いただきました。部会同士の横
のつながりを深め、協力し合い
ながら楽しく国際交流活動を
していただきたいと思います。

　マレーシア部会は、長く続いているマ
レーシアとTIAの交流を大切にしていき
たいと言う思いで、繋
がっています。今年は
コロナで遠く感じます
が、また、顔を合わせ、
笑い合える日が早く来
ることを、願っていま
す。

マレーシア部会
青山育子さん

　世界の歩き方部会の部会長になりまし
た高野涼子です。
　まだ１人大学生を抱
え、フルタイムの勤め
人のため、海外旅行は
夢のまた夢。文化講座
「〇〇ってどんな国！」
でいろんな国をちょっ
とだけ覗くことがで
き、楽しいです。

世界の歩き方部会
高野涼子さん

　毎月第３金曜日の午後に集まって、折り紙や古
布を使った小物を作っています。昨年は、おいで
ん祭やワールドフェスティ
バルで、折り紙教室をしまし
た。また、マレーシアからお
客さんが見えた時には、お
抹茶をふるまいました。和
気あいあいと楽しく活動し
ています。皆さんも、是非
参加してみてください。

日本文化紹介部会
望月茂子さん

英語部会・世界の料理部会・フランス部会・フレンドシップ部会は休部中。

コロナウイルス後の世界

公益財団法人豊川市国際交流協会は、今年で設立30周年を迎えます。豊川市の多文化共生社会を推進するため、
多くのボランティア・会員さんのご協力を得て、これまで様々な事業を行ってまいりました。今年は、節目の年に相応
しい事業を計画しています。（ほかの事業・イベントの案内は７ページをご覧ください。）

イメージキャラクターを募集します。イメージキャラクターを募集します。
どなたで

も

応募でき
ます。

詳しい応募要項は、当協会のホームページをご覧ください。

どんどん
応募してね！
待ってま～す！

未来、若々しさ、世界、いろいろな人を包み込むやさしさのイメージで作ってね！
応募期間：７月１日（水）～８月３１日（月）必着結果は、１１月１日（日）当協会３０周年記念式典にて発表します。

最優秀賞１名をキャラクターとして採用し、賞状とQUOカード１万円分、
優秀賞２名にはQUOカード５千円分を贈呈します。

記念式典・講演会記念式典・講演会記念式典・講演会協会設立３０周年

国際理解講演会国際理解講演会国際理解講演会協会設立３０周年

１１月１日日 会場●音羽文化ホール

１２月１３日日 会場●市勤労福祉会館

講師●ZIP FM DJ　クリス グレンさん

　記念式典では協会の発展に貢献された方の表彰を
予定しています。また、記念講演会ではZIP FMのDJの
ほか、ナレーターやイベントMCなど、幅広い分野でご
活躍されているクリス グレンさんをお迎えします。

ワールドフェスティバル２０２０ワールドフェスティバル２０２０ワールドフェスティバル２０２０
協会設立３０周年 　豊川市で一番外国人がたくさん集まる大きなイベン

トです。３０周年の節目の年にふさわしい内容を現在
企画中です！
　国籍、年代、性別問わず楽しく国際交流しましょう！
　コロナ対策を万全に行います。

１０月１７日土 会場●豊川市文化会館
講師●川村範行さん

日中関係の現状と今後
―新型肺炎と習近平主席訪日―
元中日新聞社上海支局長の川村
先生に、日中関係のタイムリーな
お話をしていただきます。（名古屋外国語大学特任教授・日中関係学会副会長）

ありがとう３０周年！

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

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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気あいあいと楽しく活動し
ています。皆さんも、是非
参加してみてください。

日本文化紹介部会
望月茂子さん

英語部会・世界の料理部会・フランス部会・フレンドシップ部会は休部中。

コロナウイルス後の世界

公益財団法人豊川市国際交流協会は、今年で設立30周年を迎えます。豊川市の多文化共生社会を推進するため、
多くのボランティア・会員さんのご協力を得て、これまで様々な事業を行ってまいりました。今年は、節目の年に相応
しい事業を計画しています。（ほかの事業・イベントの案内は７ページをご覧ください。）

イメージキャラクターを募集します。イメージキャラクターを募集します。
どなたで

も

応募でき
ます。

詳しい応募要項は、当協会のホームページをご覧ください。

どんどん
応募してね！
待ってま～す！

未来、若々しさ、世界、いろいろな人を包み込むやさしさのイメージで作ってね！
応募期間：７月１日（水）～８月３１日（月）必着結果は、１１月１日（日）当協会３０周年記念式典にて発表します。

最優秀賞１名をキャラクターとして採用し、賞状とQUOカード１万円分、
優秀賞２名にはQUOカード５千円分を贈呈します。

記念式典・講演会記念式典・講演会記念式典・講演会協会設立３０周年

国際理解講演会国際理解講演会国際理解講演会協会設立３０周年

１１月１日日 会場●音羽文化ホール

１２月１３日日 会場●市勤労福祉会館

講師●ZIP FM DJ　クリス グレンさん

　記念式典では協会の発展に貢献された方の表彰を
予定しています。また、記念講演会ではZIP FMのDJの
ほか、ナレーターやイベントMCなど、幅広い分野でご
活躍されているクリス グレンさんをお迎えします。

ワールドフェスティバル２０２０ワールドフェスティバル２０２０ワールドフェスティバル２０２０
協会設立３０周年 　豊川市で一番外国人がたくさん集まる大きなイベン

トです。３０周年の節目の年にふさわしい内容を現在
企画中です！
　国籍、年代、性別問わず楽しく国際交流しましょう！
　コロナ対策を万全に行います。

１０月１７日土 会場●豊川市文化会館
講師●川村範行さん

日中関係の現状と今後
―新型肺炎と習近平主席訪日―
元中日新聞社上海支局長の川村
先生に、日中関係のタイムリーな
お話をしていただきます。（名古屋外国語大学特任教授・日中関係学会副会長）

ありがとう３０周年！

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

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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～新型コロナウイ
ルスの今～

　世界中で感染拡大し深刻な状況をもたらした新型コロナ
ウイルス。世界ではどのような状況だったのでしょうか。
　海外在住の会員さんや協会関係者に聞いてみました。

　ロックダウンも２ヶ月になります。日本と違い、とても厳し
く不要の外出で逮捕されるケースもあり、罰金3万円ほどと
6ヶ月の拘留など大変です。閉じこもっていますが、買い物や
散歩はできます。
　マレーシアでは、３つの州での感染者が確認されています。
ほぼおさまってきていますが、全州で0の日が２週間、さらに
２週間続けば解除されると思います。とりあえずラマダン中
ですので、ラマダン明けから２週間のようすで決められると
思います。
　毎日政府からメッセージが届けられ、状
況把握ができますので、安心できます。感
染者が確認されると、地図上にマークさ
れ、住んでいる地域とあまり関わりがな
いことも一目瞭然です。
鈴木保史さん　クアラルンプール

マレーシアマレーシア

　There have been 29 cases of COVID-19 
and 1 death in Cupertino. (as of June 3, 
2020)
Cupertino began discontinuing non-essential 
services beginning March 13th and 
 "Shelter in Place" (SIP) order was issued on 
March 17th. It was soon decided that 
Cupertino schools would stay closed for the 
rest of the school year (that ends June 9) 
regardless of whether the SIP ends before 
then. On May 4th, the first relaxations were 
made - such as resuming outdoor 
construction, and rescheduling urgent 
medical appointments/surgeries that had 
been postponed. Many organizations, such 
as the Cupertino Sister Cities Committee, 
continue to have online 
meetings, but most are 
looking forward to being able 
to meet in person again!
キュパティーノ姉妹都市委員会
会長　アリッサ　サッカスさん

アメリカ・キュパティーノ姉妹都市アメリカ・キュパティーノ姉妹都市

　会員の中村美穂さんから、
たくさんの手作りマスクの寄
付をいただきました！
　ご希望の方は、事務所まで
お越しください。

　会員の中村美穂さんから、
たくさんの手作りマスクの寄
付をいただきました！
　ご希望の方は、事務所まで
お越しください。

マスクの寄付をいただきました
！

　緊急事態宣言発令中は、外国人の
生活相談は基本的に電話、メールで
の対応を行っていました。急ぎの相
談者や訪問者にはアクリルパーテー
ションを用意し、感染拡大防止に努
めました。

事務局コロナウイルス対策につ
いて

　ドイツで初の感染者が確認されたのが2月24日。人々は
カーニバルを楽しみ、コロナに対して全く危機感がない状況
でした。
　しかし、徐々に感染者が増え、3月18日にはメルケル首相が、
事態は深刻で、戦後最大の試練だと国民に訴えます。この演
説は高く評価され、危機感が一気に強くなりました。
　学校の休校、国境管理に加え、スーパーや薬局等を除く全
店舗の閉鎖、３名以上の集会禁止等の規制が発表され、違反
者には罰金も。
　在住者の戸惑いは、紙類や消毒液の買い占めとマスクの着
用率の低さでした。マスクは4月の義務化までは、ほとんど誰
も着用せず。習慣の違いを感じました。
　5月以降、緩和が進んでいます。多くのド
イツ人が楽しみにしている夏のUrlaub
（休暇）。新たな行動様式が、効果を発揮す
ることを祈ります。
笠原陽太さん　デュセルドルフ市

ドイツドイツ
　2月末、マスクが買えないなら手作りに挑戦してみよう！と、軽い
気持ちで手芸店に寄りました。お店の方のアドバイスを受け、久々
のミシンに苦戦しながらも、いざマスク作りを始めると、元々手芸
が趣味な事もあり、楽しく作る事ができました。そんな中で沢山で
きたマスクを、少しでも必要な人のお役にた
てられるといいなぁと思ってはみたものの、
どうして良いのやら。そこで、いつもお世話に
なっている国際交流の林先生に相談し、使っ
ていただけたらと、寄付をさせていただきま
した。今は、夏用のマスクを製作中です。

会員さんのご紹介～！会員さんのご紹介～！

　豊川に来て二年、農業をしながら、週1
回日本語ひるまクラスに参加しています。
教えている立場ですが、いろいろな国の学
習者さんからたくさんの刺激をいただき、
ちょっとした国際交流ができるのが楽し
いです。
　それにしても日本語って難しいですね
…。学習者さんたちと一緒にがんばりま
す！

岩瀬抄織さん

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3名の方からコメントをいただきました！

日本語教室ひるまクラス
　日本語教室で教えるきっかけは、日本語
ボランティア養成講座に参加したことで
す。外国の方に、文字と身振りと絵などで
教えています。挨拶の仕方、買い物、病気の
時など、日常の会話がだんだんできるよう
になるとうれしいです。逆に母国のことを
教えてもらうこともあります。人数が多く、
部屋が手狭になっています。昨年は、ワール
ドフェスティバルにスタッフとして参加し
ました。世界中の人が、仲
良くできるとよいです
ね。新型コロナウイルス
で、今は教室が休止して
いますが、また元に戻る
ことを願っております。

鵜飼俊二さん
日本語教室部会

　ブラジルでは、教師の免許を持ってい
て、学校で教えていました。国際交流協会
から声をかけられて、ボランティアを始め
ました。あっという間に3年ぐらい過ぎま
した。少しでも興味があれば、ポルトガル
語教室を体験しませんか。覚えるチャンス
です。ブラジルに行った話や写真を、部会
のみんなが期待して待っています。なの
で、この部会に参加していただけると、楽
しく学べると思います。

伊藤エリザさん
ポルトガル語部会

豊川の企業でがんばる
外国人の紹介！
　今回はイトモル株式会社さんのご協力を得て、
インドネシア・ジャワ出身の、来日したばかりの
３人にインタビューを行いました。

会社名●イトモル株式会社
所在地●豊川市穂ノ原2丁目1-17
企業概要●工業用小物精密プラスチック複合部

品の設計・製作、スパーギヤ、ヘリカ
ルギヤ、コネクタ、インサート、アウト
サート部品等

将来の夢は？

仕事内容は？

アンガさん●
ビジネスマンです。

ブティさん●
イトモルでキャリ
アを重ねて成功し
たいです。

イブヌさん●
自分の会社を作っ
てトップになりた
いです。

　インドネシアの工場から選ばれて来た優秀な方達で、仕事も機械を一人で操作しているそうです。
ニコニコと素敵な笑顔でインタビューに答えてくださいました。当協会日本語教室はコロナにより中
止となってしまいましたが、来期も申し込んで日本語を学びたいと言っていました。夢を叶えるため
に頑張ってください！

●製造です。

ホームシックにはなっていませんか？

●いいえ。仲間がたくさんいるので、寂しくないです。
みんな、とても仲が良いです。休みの日は、一緒
にテレビゲームをします。

日本語はどうやって勉強していますか？

●今は独学です。ひらがなカタカナはそこ
そこできますが、漢字は難しいです。

日本と母国の習慣の違いで
困ったことはありますか？

●そんなに大きな違いはないの
で、特別困ったことはないで
す。豚肉が食べられないので、
買い物の時は原料表示をしっ
かり確認しています。
●ラマダン中は、日中は食事を取
らずに仕事をしました。大変で
したが、職場の皆さんが色々と
配慮してくれました。

終わりに

アンガ ヘルランガさん
年齢：２２歳　滞在日数：４か月

ブティ セティオノさん
年齢：２７歳　滞在日数：2か月

イブヌ ファトゥロマンさん
年齢：２６歳　滞在日数：2か月

〒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
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～新型コロナウイ
ルスの今～

　世界中で感染拡大し深刻な状況をもたらした新型コロナ
ウイルス。世界ではどのような状況だったのでしょうか。
　海外在住の会員さんや協会関係者に聞いてみました。

　ロックダウンも２ヶ月になります。日本と違い、とても厳し
く不要の外出で逮捕されるケースもあり、罰金3万円ほどと
6ヶ月の拘留など大変です。閉じこもっていますが、買い物や
散歩はできます。
　マレーシアでは、３つの州での感染者が確認されています。
ほぼおさまってきていますが、全州で0の日が２週間、さらに
２週間続けば解除されると思います。とりあえずラマダン中
ですので、ラマダン明けから２週間のようすで決められると
思います。
　毎日政府からメッセージが届けられ、状
況把握ができますので、安心できます。感
染者が確認されると、地図上にマークさ
れ、住んでいる地域とあまり関わりがな
いことも一目瞭然です。
鈴木保史さん　クアラルンプール

マレーシアマレーシア

　There have been 29 cases of COVID-19 
and 1 death in Cupertino. (as of June 3, 
2020)
Cupertino began discontinuing non-essential 
services beginning March 13th and 
 "Shelter in Place" (SIP) order was issued on 
March 17th. It was soon decided that 
Cupertino schools would stay closed for the 
rest of the school year (that ends June 9) 
regardless of whether the SIP ends before 
then. On May 4th, the first relaxations were 
made - such as resuming outdoor 
construction, and rescheduling urgent 
medical appointments/surgeries that had 
been postponed. Many organizations, such 
as the Cupertino Sister Cities Committee, 
continue to have online 
meetings, but most are 
looking forward to being able 
to meet in person again!
キュパティーノ姉妹都市委員会
会長　アリッサ　サッカスさん

アメリカ・キュパティーノ姉妹都市アメリカ・キュパティーノ姉妹都市

　会員の中村美穂さんから、
たくさんの手作りマスクの寄
付をいただきました！
　ご希望の方は、事務所まで
お越しください。

　会員の中村美穂さんから、
たくさんの手作りマスクの寄
付をいただきました！
　ご希望の方は、事務所まで
お越しください。

マスクの寄付をいただきました
！

　緊急事態宣言発令中は、外国人の
生活相談は基本的に電話、メールで
の対応を行っていました。急ぎの相
談者や訪問者にはアクリルパーテー
ションを用意し、感染拡大防止に努
めました。

事務局コロナウイルス対策につ
いて

　ドイツで初の感染者が確認されたのが2月24日。人々は
カーニバルを楽しみ、コロナに対して全く危機感がない状況
でした。
　しかし、徐々に感染者が増え、3月18日にはメルケル首相が、
事態は深刻で、戦後最大の試練だと国民に訴えます。この演
説は高く評価され、危機感が一気に強くなりました。
　学校の休校、国境管理に加え、スーパーや薬局等を除く全
店舗の閉鎖、３名以上の集会禁止等の規制が発表され、違反
者には罰金も。
　在住者の戸惑いは、紙類や消毒液の買い占めとマスクの着
用率の低さでした。マスクは4月の義務化までは、ほとんど誰
も着用せず。習慣の違いを感じました。
　5月以降、緩和が進んでいます。多くのド
イツ人が楽しみにしている夏のUrlaub
（休暇）。新たな行動様式が、効果を発揮す
ることを祈ります。
笠原陽太さん　デュセルドルフ市

ドイツドイツ
　2月末、マスクが買えないなら手作りに挑戦してみよう！と、軽い
気持ちで手芸店に寄りました。お店の方のアドバイスを受け、久々
のミシンに苦戦しながらも、いざマスク作りを始めると、元々手芸
が趣味な事もあり、楽しく作る事ができました。そんな中で沢山で
きたマスクを、少しでも必要な人のお役にた
てられるといいなぁと思ってはみたものの、
どうして良いのやら。そこで、いつもお世話に
なっている国際交流の林先生に相談し、使っ
ていただけたらと、寄付をさせていただきま
した。今は、夏用のマスクを製作中です。

会員さんのご紹介～！会員さんのご紹介～！

　豊川に来て二年、農業をしながら、週1
回日本語ひるまクラスに参加しています。
教えている立場ですが、いろいろな国の学
習者さんからたくさんの刺激をいただき、
ちょっとした国際交流ができるのが楽し
いです。
　それにしても日本語って難しいですね
…。学習者さんたちと一緒にがんばりま
す！

岩瀬抄織さん

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3名の方からコメントをいただきました！

日本語教室ひるまクラス
　日本語教室で教えるきっかけは、日本語
ボランティア養成講座に参加したことで
す。外国の方に、文字と身振りと絵などで
教えています。挨拶の仕方、買い物、病気の
時など、日常の会話がだんだんできるよう
になるとうれしいです。逆に母国のことを
教えてもらうこともあります。人数が多く、
部屋が手狭になっています。昨年は、ワール
ドフェスティバルにスタッフとして参加し
ました。世界中の人が、仲
良くできるとよいです
ね。新型コロナウイルス
で、今は教室が休止して
いますが、また元に戻る
ことを願っております。

鵜飼俊二さん
日本語教室部会

　ブラジルでは、教師の免許を持ってい
て、学校で教えていました。国際交流協会
から声をかけられて、ボランティアを始め
ました。あっという間に3年ぐらい過ぎま
した。少しでも興味があれば、ポルトガル
語教室を体験しませんか。覚えるチャンス
です。ブラジルに行った話や写真を、部会
のみんなが期待して待っています。なの
で、この部会に参加していただけると、楽
しく学べると思います。

伊藤エリザさん
ポルトガル語部会

豊川の企業でがんばる
外国人の紹介！
　今回はイトモル株式会社さんのご協力を得て、
インドネシア・ジャワ出身の、来日したばかりの
３人にインタビューを行いました。

会社名●イトモル株式会社
所在地●豊川市穂ノ原2丁目1-17
企業概要●工業用小物精密プラスチック複合部

品の設計・製作、スパーギヤ、ヘリカ
ルギヤ、コネクタ、インサート、アウト
サート部品等

将来の夢は？

仕事内容は？

アンガさん●
ビジネスマンです。

ブティさん●
イトモルでキャリ
アを重ねて成功し
たいです。

イブヌさん●
自分の会社を作っ
てトップになりた
いです。

　インドネシアの工場から選ばれて来た優秀な方達で、仕事も機械を一人で操作しているそうです。
ニコニコと素敵な笑顔でインタビューに答えてくださいました。当協会日本語教室はコロナにより中
止となってしまいましたが、来期も申し込んで日本語を学びたいと言っていました。夢を叶えるため
に頑張ってください！

●製造です。

ホームシックにはなっていませんか？

●いいえ。仲間がたくさんいるので、寂しくないです。
みんな、とても仲が良いです。休みの日は、一緒
にテレビゲームをします。

日本語はどうやって勉強していますか？

●今は独学です。ひらがなカタカナはそこ
そこできますが、漢字は難しいです。

日本と母国の習慣の違いで
困ったことはありますか？

●そんなに大きな違いはないの
で、特別困ったことはないで
す。豚肉が食べられないので、
買い物の時は原料表示をしっ
かり確認しています。
●ラマダン中は、日中は食事を取
らずに仕事をしました。大変で
したが、職場の皆さんが色々と
配慮してくれました。

終わりに

アンガ ヘルランガさん
年齢：２２歳　滞在日数：４か月

ブティ セティオノさん
年齢：２７歳　滞在日数：2か月

イブヌ ファトゥロマンさん
年齢：２６歳　滞在日数：2か月

〒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
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※コロナウイルスの影響により、中止または延期になる可能性があります。

菅原秀子さん 鈴木照子さん

▲勉強会風景

部 会 員 さんのコメント

部会メンバー

アルゼンチンってどんな国アルゼンチンってどんな国
●２月９日（日）１４：００～１６：００
●場所：市勤労福祉会館
●講師：城間　幸さん　●参加者：９６名

　アルゼンチン人はマテ茶が大好きで、回し飲みの習慣があり、
世界の歩き方メンバーで実演して紹介しました。当協会のラテン
アメリカ部会のパチャママによる演奏で、盛り上がりは最高潮に！
会場内に、城間さんのお母様が作成した絵や木のランプを展示
し、参加者の目を引きました。

マレーシア・スンガイブロー
高等専門学校来訪
マレーシア・スンガイブロー
高等専門学校来訪
●２月１２日（水）
●場所：御津高校、市民プラザ

　マレーシアのスンガイブロー高等専門学校の皆さんが豊川に
来てくれました。御津高校を訪問し、歓迎会を行いました。マレー
シア部会の皆さんとの交流や、日本舞踊の鑑賞・日本文化紹介部
会によるお抹茶体験、豊川観光音頭など、楽しい時間を過ごしま
した。

外国人のための税務相談会２０２０外国人のための税務相談会２０２０
●２月１６日（日）１０：００～１６：００
●場所：市勤労福祉会館　視聴覚室

　ポルトガル語・スペイン語の通訳つき
で税務相談会を実施し、２８人の方が参加
しました。海外送金や扶養家族など、相
談内容は様々。税理士先生方のサポート
の下、真剣に申告書の記入をしていました。この事業は生活に密接
に関わることなので、外国人の生活を支援する事業としては、大い
に役立つ内容です。来年度以降も継続してまいります。

第１０回東三河日本語
スピーチコンテスト
第１０回東三河日本語
スピーチコンテスト
●１月２６日（日）１３：３０～１６：３０
●場所：田原文化会館
　豊川市からは高校生以上一般の部に２名出場し、特別賞に、日
本車輌製造株式会社技能実習生のカトン グントゥル ペルティウィ
さんが入賞しました。

今後の行事予定 8月～12月
　マカオ出身の講師が、自国の文化や
習慣についてお話してくれます。

マカオってどんなとこマカオってどんなとこマカオってどんなとこ
講　師　岩崎 瞳さん　　　会　場　市勤労福祉会館

９月26日土　14：00～16：00

部会活動の紹介～！
今回はチェコ部会を
ピックアップ！

　愛知万博一国一市町村のホスト国でチェコを担当した旧
音羽町。豊川市と合併後も「チェコの夕べ」をはじめとし、交
流を続けてきました。
　部会では、チェコについてもっと詳しく知るために一度原
点に戻り、ヨーロッパの歴史から見たチェコとその周辺国を
学ぼうということで、西洋史勉強会を開始しました。２０１７
年４月から月一度のペースで行っています。

部会長 中西為男さんのコメント
　西洋史の勉強会に参加してみて、過去の歴史は大なり小なり姿形を変えて現在にも起こっていることが分か
りました。歴史を学ぶことは今を知ること、過ちを学ぶことになります。今後はアジア・アメリカそして近代国家・
冷戦・現在の世界などを国際交流との関係をみながら勉強会を進めていきたいと思います。
　部会員・皆さんの意見を聞き、国際交流基本理念に合った内容のものを取り入れていきたいと思います。

　学校で習う歴史とは違い、周りの国との関わりや歴史の流れ
など、総合的に学ぶことができます。先生の人物描写も生き生き
としていて、生きた歴史を学んでいるような感
じがします。他の参加者の皆さんがとても勉
強熱心で詳しく、触発されています。

　チェコの歴史を学びながらヨーロッパ全体を知りたいと思いま
した。以前からローマ史に興味があり、この部会で取り上げて下
さったことに感謝します。建国（紀元前753年）
から現在のＥＵはおろか北アフリカ、トルコ、
アジアへと拡大した（日本は弥生時代）。水道、
道路とインフラを整えながら、まるで町が動い
て行くように。東西に分裂するほど巨大化した
後は、衰退してゆく。が、文化面でも多民族と
共生し、互いに良いものを認め合うなど、学ぶ
点が多いと感じる歴史です。  

チェコの歴史ではなくローマ史を教える理由は？
勉強している人たちの依頼で。最初は人類の誕生から始め
たんですよ。
チェコの歴史だけでなく、西欧全体を見ないと意味がな
い、ということで古代ローマから始めたんですよね。
西欧はギリシャ・ローマで始まり、歴史が脈々とつながって
今があります。この勉強会のために自分も考え、勉強して
きたが、やる気を持たせてくれた生徒たちのおかげです。
歴史なんかインターネットで分かるじゃないかって言う人
もいるけれど、一緒に勉強することの良い点があり、考え
の違う人たちが意見を交わしながら勉強できるのが良い
ですね。

生徒さんがいるから、やりがいをもって教えられると
いうことですね。

学校ではないからね。教えるというよりは、勉強会です。
時々脱線するけれど、そこから話が広がり、それぞれ個性
があって面白いです。
西欧には西欧の、中国には中国の歴史があって、世界的に

みると、それが必ずどこかで関
わっているんです。ギリシャ彫
刻にそっくりな仏像があったり
ね。シルクロードもそう。

中尾朝充先生
チェコ部会歴史勉強会
の講師。高校の社会科
教員を定年後、６５才か
ら中国の南通大学で日
本語を７年間教える。当
協会の日本語教室でも
ボランティア教師をさ
れていました。

今後は何を勉強しますか？
これから中世・キリスト教の時
代に入ります。多神教のローマ
にキリスト教がどのように入っ
ていったかを学びます。
そして近世へ。ぜひ子供達には、近代史から勉強して欲し
いですね。第二次世界大戦のことも知らない子が多いと思
います。グローバル社会では、近代の歴史をきちんと学ん
でいかないといけないですよね。学校のただ覚えるだけの
勉強なんて…。
ただ覚えても、意味がないんですよね。例えばローマ皇帝
の名前を忘れても、どうってことない。内容が分かっていれ
ば、歴史は繋がっていくんです。

最後に、「歴史は繰り返す」という言葉がありますが、
歴史を学ぶことで、私たちが得られることは？

確かにそうですね。しかし、歴史を繰り返す中で、新しいも
のを作り出す能力をもったのが人間。今のコロナもそうで
すよね。研究を進め、コロナに勝とうとしている。人間同士
の争いも絶えないという面もあるんですけど、知識を人間
の幸福のために使えば発展していくから、学ばなければい
けない。そのままを繰り返していては、人間ではないです
から。
世界平和のための歴史を学んで、英知に繋がってほしいと
思います。多くのことを学べる良い場所を作ってもらえた
と思います。

笠原栞さん
青山学院大学英文学科
卒業。６７才から４年
間、奈良大学文化財歴
史学科で勉強し学位を
取得されました。

笠原

笠原

中尾

笠原
中尾

笠原

笠原

中尾

中尾

中尾

中尾

＜小中学生の部＞　
最優秀賞 ジュニアンティ ハルミ  （インドネシア）
優秀賞 パヒラガオ アイコ  （フィリピン）
特別賞 トレド アイラシン  （フィリピン）
特別賞 ブイソン シアラ  （フィリピン）
＜高校生以上一般の部＞　
最優秀賞 モンタノ クリスティン モスラ （フィリピン）
優秀賞 スネガウスキー アリエル  （アメリカ）
特別賞 頼則 アドリック  （ブラジル）
特別賞 カトン グントゥル ペルティウィ （インドネシア）

入賞者

※コロナウイルスの影響により中止になったイベント
「日本語ボランティア養成講座」
「防災ってお互い様！災害時通訳ボランティア及び防災VCスキルアップ研修」
「春の語学講座」：メアリー先生とノリノリ英会話６名、みんなのための英会話２１名の申し込み
がありました。
「日本語教室夜クラス４8期・ひるまクラス１６期」：１６か国１２０名の申し込みがありました。

　豊川市在住、在学、在勤の外国籍の方に日ごろ感じていることなど
をスピーチしていただきます。入賞すると、東三河スピーチコンテスト
に出場できます。

豊川市日本語スピーチコンテスト豊川市日本語スピーチコンテスト豊川市日本語スピーチコンテスト

会　場　市勤労福祉会館
10月18日日　13：30～

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！
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※コロナウイルスの影響により、中止または延期になる可能性があります。
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世界の歩き方メンバーで実演して紹介しました。当協会のラテン
アメリカ部会のパチャママによる演奏で、盛り上がりは最高潮に！
会場内に、城間さんのお母様が作成した絵や木のランプを展示
し、参加者の目を引きました。
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じがします。他の参加者の皆さんがとても勉
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チェコの歴史だけでなく、西欧全体を見ないと意味がな
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今があります。この勉強会のために自分も考え、勉強して
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もいるけれど、一緒に勉強することの良い点があり、考え
の違う人たちが意見を交わしながら勉強できるのが良い
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いうことですね。
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最後に、「歴史は繰り返す」という言葉がありますが、
歴史を学ぶことで、私たちが得られることは？

確かにそうですね。しかし、歴史を繰り返す中で、新しいも
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けない。そのままを繰り返していては、人間ではないです
から。
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　豊川市在住、在学、在勤の外国籍の方に日ごろ感じていることなど
をスピーチしていただきます。入賞すると、東三河スピーチコンテスト
に出場できます。

豊川市日本語スピーチコンテスト豊川市日本語スピーチコンテスト豊川市日本語スピーチコンテスト

会　場　市勤労福祉会館
10月18日日　13：30～

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！
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　新型コロナウイルスのニュースで迎えた新年度。そのえいきょうは、リーマンショック

をこえると言われています。今回は、人命にかかわるためさらにたいへんです。国際交

流協会の活動も、５月末までお休みでした。６月からは、少しずつ活動を始めています。

　私たちは、今までも多くの病気や困ったことを、力を合わせて乗り越えてきました。

「こまったときはおたがいさま」という日本のことわざがあります。

『戦国策』には、「憂同相親」と書かれています。Yes, We Can!

国籍
ブラジル
ベトナム
中国

フィリピン
韓国
ペルー
他41か国
計47か国

人数（人）
2,848
824
743
740
474
459
773
6,861

2020年5月29日現在

豊川市の外国籍市民

　大塚常務理事兼事務局長とパート職員の渡邉晃さんが退任し、稲垣常務理事、竹下事務局長、
パート職員の矢野リーサさんが就任しました。職員の紹介

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

刺身・海鮮炭焼き・寿司 北海道

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。

　今、私の周りは未経験地
帯が広がっております。で
も、外国籍の皆さんは更に
厳しい思いを抱えて、日々
上を向いて歩いてみえる
ことを直接知りました。私
も『理事の役割と責任』を
片手に、上を向いて歩いて
いきます。

Hãy kết nối với tương lai

迈向美好的未来！

미래에 연결하자

締切

2020年
８月31日月

豊川市国際交流協会は、今年設立３０周年を迎えます。
そこで、新しい一歩を踏み出すこの機会に、未来に繋がる豊
川市国際交流協会にふさわしい、イメージキャラクターを募集
します。キャラクターのイメージは、「未来、若々しさ、世界、色々な
人を包み込むやさしさ」です。ぜひ、みなさんで考えてみませんか。
みなさんのご応募をお待ちしています。

詳しくは、３ページもしくは当協会ホームページをご覧ください。

未来につなげよう！

Connect to the future！

Conectar ao futuro！

¡Conéctate al futuro！

常務理事 
稲垣 考俊

　国際交流について直接
的な経験はあまりありませ
んが、市役所や社会福祉協
議会で総務的な仕事に長
く関わってきましたので、
その経験や知識を活かし
て、協会に少しでも貢献で
きたらと思っています。 事務局長 

竹下 一正

　4月から豊川市国際交流協会
で働かせていただくことになり
ました、矢野リーサです。担当言
語はポルトガル語で月、火、水、
金に勤めています。小学4年生の
頃、ブラジルで一年半ポルトガル
語の勉強をしていました。入って
まだわからないことがあります
が、少しでもみなさんの役に立
てるように頑張りたいと思いま
すので、よろしくお願いします。

ポルトガル語担当
矢野 リーサ

㈱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
イトモル株式会社
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
大募集！

イメージキャラクター
大募集！

イメージキャラクター
大募集！

New
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〒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
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