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国際姉妹都市

マインブルク市との交流

マインブルク市長

ヨゼフ・ライザー

守谷市国際交流協会会長小川一成様
ならびに会員の皆様へ

2008年8月
拝　啓
マインブルクの真の友である守谷
市国際交流協会の皆様、また長きに
わたり会長を務めております小川一
成様に守谷市国際交流協会が設立
20周年を迎えましたことをマイン
ブルク市長として、また一人のマイ
ンブルク市民として心を込めてお祝
い申し上げます。
マインブルク前市長ヨゼフ・エッ
ガー氏と市総務部長ゲオルグ・ハリー
ダ氏からMIFAが守谷とマインブル
クの姉妹都市関係、また地域レベル
の国際交流の進展を図ることに力を
注いでいることを聞いております。
この20年間において、MIFAの多

大なる活躍により守谷市民が外国と
触れ合い、外国と日本の共通点が築
きあげられました。例えば、ラオス
の子供文化センターの支援やセンタ
ーの子供達を守谷に招聘する事業の
開催、中国からの青少年をホームス
テイ受け入れなど、いろいろな活躍
を賞賛いたします。
また定期的に、日本に住んでいる

1989. 4.22 大和田町長、松丸町議、
小川町議がヨーロッパ視察研修の途
中、マインブルク市を表敬訪問

1989. 9.25 マインブルク市と姉妹都
市提携仮調印〔マインブルク市〕

1990.11. 3 守谷町・マインブルク市
姉妹都市調印式及び祝賀会〔ログハ
ウス〕

1990.11. 4～5 マインブルク市長ほ
か調印団ホームステイ

1991. 8.21～30 市民友好訪問団がマ
インブルク市を親善訪問（団長：浅
川和広）

1992. 8.21～28 サッカー少年団マイ
ンブルク市親善訪問（守谷町スポー
ツ少年団サッカー部会主催）

1992.10. 2 マインブルク市民ヨハネ
ス・バルト氏公式訪問（～10.16ま
でホームステイ）、ウェルカムパー
ティー〔ログハウス〕

1992.10.15 ヨハネス・バルト氏フェ
アウェルパーティー〔ログハウス〕

1993. 7.28～8.4 マインブルク市から
ステファニー・スタンクル・マイヤ
ーさん、ローマン・ピルツ氏来町（広
島＝ハノーバー青少年交流事業交換
留学生として来日、7.31ウェルカム

マインブルク市と守谷市（当時守谷町）は1990年11月3日に姉妹都市調印をしました。マインブルク市は、ドイツ
南部のハラタウ地方にあり、ミュンヘンから北およそ80�に位置します。ビールに苦みを与える良質のホップの産地
として有名です。これらのホップは守谷市にあるビール工場に輸出され、「ホップ」という言葉が2市を結ぶキーワー
ドとなっています。マインブルク市の人口は2007年12月31日現在、14,543人で、総面積は61.7平方�です。主な産
業は、ホップの生産のほかに建材、空調機器等の生産で、小規模なビール工場も2社操業しています。
マインブルク市からは初期の頃から市民交流が活発に行なわれています。姉妹都市調印式に市長はじめ多数の市民が

訪れ、調印2年目にはバルト氏が2週間公式訪問。文化交流、スポーツ交流も行なわれ、最近では2007年3月に市長
ほか13人の市民が来市、夏休みに行なわれる高校生の相互訪問だけでなく草の根の市民交流が続いています。

ドイツ連邦共和国

外国の大学生や研修者のホームステ
イ受け入れ、外国人向けの日本語講
座、文化交流イベント、様々な外国
の大使講演、姉妹都市についての講
演会の実施など、幅広く活躍されて
いることを聞かせていただきました。
姉妹都市関係に熱心に活躍してい

るMIFAの皆様に本当に感謝を申し
上げます。
そして、MIFA青年交流委員会は

今回の守谷滞在中の事業に参与する
ようにし、また守谷市青少年海外派
遣事業では、MIFAの方が滞在中の
サポートをよくしてくれ、生徒と共
に同行してくれました。
守谷市国際交流協会の活動は民族

間の協調を進展する業績として大い
に評価いたします。MIFAで様々な
催しを企画運営している全ての皆様
に対して、これからも豊かな発想力
を持って、目標に向かって活動され
ますことをお祈り申し上げます。
マインブルクから心を込めて
素晴らしい姉妹都市関係が続きま

すように
敬　具

マインブルク市長
ヨゼフ・ライザー

1990.11.3 守谷町・マインブルク市姉妹都市調印式
1995.9.11 サビネさん、
サンドラさん
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パーティー〔ログハウス〕）
1995. 9.11 マインブルク市からサビ
ネさん、サンドラさん来町

1995. 9.23～10.1 マインブルク市友
好訪問団訪独（「ホップの会」主催）
（9.25に交歓会）
1996. 8.21～28 マインブルク市親善
訪問団サッカー少年団訪独（派遣事
業実行委員会主催）

1997. 7.30～8.10 マインブルク市民
訪問団（柔道チーム）のボランティ
ア通訳参加

1997. 7.31～8.4 マインブルク市民
ホームステイ受け入れ

1998. 4. 3～13 マインブルク市民来
町（ハリーデル夫妻、フックス氏）

1998. 8.21～29 守谷町サッカー少年
団訪独

1998.10.20～28 マインブルク市民
46人（うちブラスバンド「アーベン
スターラー・ムジカンテン」12人）
来町、ホームステイ受け入れ

1998.10.21 マインブルク市民ウェル
カムパーティー〔役場会議室〕

1998.10.27 ブラスバンド演奏〔ログ
ハウス〕、アサヒビール工場見学、フ
ェアウェルパーティー〔アサヒビー
ル展望塔〕

1999. 8.21～29 守谷町サッカー少年
団ドイツ派遣事業に通訳として随行
〔マインブルク市〕
1999.10. 4～11 マインブルク市友好
訪問団訪独（守谷町主催、MIFA・文

化協会後援）
2000. 4.21～5.1 マインブルク市サ
ッカー少年団来町（4.21ウェルカム
パーティー〔白寿荘〕）

2000. 4.30 マインブルク市サッカー
少年団フェアウェルパーティー〔ロ
グハウス〕

2000.10.19～28 マインブルク市姉妹
都市締結10周年記念訪問団来町（市
長ほか16人）

2000.10.19 マインブルク市民対面式、
ウェルカムパーティー〔ログハウス〕

2000.10.21 守谷町・マインブルク市
姉妹都市締結10周年記念式典〔ログ
ハウス〕

2000.10.22 マインブルク市民と町民
体育祭に参加〔けやき台中学校〕

2000.10.27 マインブルク市民フェア
ウェルパーティー〔アサヒビール展
望塔〕

2001. 7.22～8.1 第12回青少年海外
派遣事業（団長：長谷川登代）

2002. 2. 1～3 市制施行記念式典に
伴う国際姉妹都市市民来市（2.1ウェ
ルカムパーティー〔ログハウス〕）

2002. 9. 4～13 マインブルク市ガベ
ルスベルガ高校生来市

2002. 9. 4 マインブルク高校生ウェ
ルカムパーティー〔ログハウス〕

2002. 9. 8 学生委員会　マインブル
ク市高校生とボウリング大会〔フジ
取手ボウル〕

2003. 2.25～27 マインブルク市民2
人来市

2003. 7.27～8.7 第14回青少年海外
派遣事業（団長：石井みどり）

2005. 7.23～8.3 第16回青少年海外
派遣事業（団長：黒崎映子）

2005. 8.20～21 「日本におけるドイ
ツ2005／2006（ドイツ人の若者の
ための日本における企業研修）」で来
日中のドイツ学生2人（ノーベル
ト・バウマン君、ルートバッハさん）
ホームステイ

2005. 8.23～29 国際姉妹都市関係者
来市

2005. 8.28 国際姉妹都市関係者フェ
アウェルパーティー（守谷市・MIFA
共催）〔市長宅〕

2007. 3.28～4.6 マインブルク市民
訪問団来市

2007. 3.28 マインブルク市民ウェル
カムパーティー〔もりや学びの里〕

2007. 3.31 マインブルク市民との交
流会（MIFA主催）〔東京観光〕

2007. 4. 5 マインブルク市民フェア
ウェルパーティー〔ログハウス〕

2007. 7.26～8.6 第18回青少年海外
派遣事業（団長：尾崎和恵）

2008. 8.18～27 マインブルク市高校
生来市（高校生5人、引率3人）

2008. 8.19 青年交流委員会　マイン
ブルク市高校生とのスポーツ交流会
〔もりや学びの里体育館〕
2008. 8.26 マインブルク市高校生フ
ェアウェルパーティー〔ログハウス〕

1990.11.3 守谷町・マインブルク市
姉妹都市調印式植樹式

2000.10.21 マインブルク市民訪問団
交流会「マインブルガーとビールを飲
もう！」（MIFA主催いばらき国際交流
月間ふれあいネット2000参加事業）
〔ログハウス〕

2002.9.12 マインブルク市高校生フェ
アウェルパーティー〔ログハウス〕

2005.8.24 国際姉妹都市関係者ウェ
ルカムパーティー〔TX開業記念イベ
ント広場〕

2007.4.1 マインブルク市民との交流会
（MIFA主催）〔守谷市内・ログハウス〕1998.10.25 町民体育祭でブラスバン

ド「アーベンスターラー・ムジカンテ
ン」演奏〔けやき台中学校〕
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国際姉妹都市

グリーリー市との交流

グリーリー市長

エドワード・R.  クラーク

守谷市国際交流協会会長
小川 一成 様
2008年9月9日
親愛なる小川様
2008年9月28日はMIFA設立

20周年記念を迎えます。MIFAの
ご尽力によって姉妹都市海外派遣
事業は繁栄し続けております。
我々は、こんな素晴らしい協会

と結びつきがあることに大変光栄
であり、そしてこれからも相互間
の親睦が図れることを期待してお
ります。
ここに特別な記念日としてお祝

い申し上げます。おめでとうござ
います。
心を込めて

エドワード・R. クラーク
グリーリー市長

1992. 7.30～8.10 第3回青少年海外
派遣事業（団長：吉田英信）デンバ
ー近郊ウィンザー市を中心に6市で
ホームステイ（コダック社社員宅）

1993. 7.29～8.9 第4回青少年海外
派遣事業（団長：片桐武美）

1993. 8. 3 アメリカ・コロラド州グ
リーリー市と姉妹都市提携調印式
〔グリーリー市〕
1994. 7.28～8.8 第5回青少年海外
派遣事業（団長：遠藤栄治）

1995. 7.27～8.7 第6回青少年海外
派遣事業（団長：吉田勝）

1995. 8.24～31 守谷町・MIFA共催
グリーリー市友好訪問団訪米（8.26
に交歓会）

1996. 7.25～8.5 第7回青少年海外
派事業（団長：和田司）

1997. 7.24～8.4 第8回青少年海外
派遣事業（団長：高梨隆）

グリーリー市と守谷町（当時）の姉妹都市提携を行ったのは1993年8月3日でした。コロラド州の州都デン
バーから北約80�に位置し、西に広大なロッキー山脈を望み、周辺地域とともに海抜1600�（1マイル）の
高さにあるまちグリーリー市。市の周辺には一面の畑が広がリ、100年前の開拓時代の記念村や多数の公園を
つくり、歴史や自然を大切にしています。
マインブルク市と違い、すぐに市民相互の交流が始まったわけではありません。しばらくは青少年海外派遣

の中・高校生のホームステイを引き受けてくれるだけの交流でした。姉妹都市提携8年後の2001年4月13日、
初めてグリーリー市から高校生10人、引率者5人が守谷市を訪れました。それからは隔年ごとに相互に青少年
を受け入れるホームステイを実施しています。

アメリカ合衆国

1990. 8. 3～14 第1回青少年海外派
遣事業（団長：小川一成）デンバー
近郊ウィンザー市を中心に6市でホ
ームステイ（コダック社社員宅）

1991. 8. 1～12 第2回青少年海外派
遣事業（団長：山田清美）デンバー
近郊ウィンザー市を中心に6市でホ
ームステイ（コダック社社員宅）

1993.8.3 姉妹都市提携調印式

2001.4.18  フェアウェルパーティー
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2002. 7.25～8.5 第13回青少年海外
派遣事業（団長：和地恵子）

2003. 4.18～24 グリーリー市高校生
来市（高校生男子4人、女子6人、
引率者3人）

2003. 4.20 グリーリー市引率者と日
帰り交流バスツアー〔日光〕

2003. 4.22 守谷市・グリーリー市姉
妹都市締結10周年記念式典〔ログハ

ウス〕及び記念パーティー〔市役所〕
2004. 7.29～8.9 第15回青少年海外
派遣事業（団長：桜井由美）

2005. 6.17～23 グリーリー市高校生
来日（高校生10人、引率者2人）

2005. 6.18 青年交流委員会　グリー
リー市高校生との懇親会（ボウリン
グ・食事会）〔フジ取手ボウルほか〕

2005. 6.22 グリーリー市高校生フェ
アウェルパーティー〔市役所〕

2005. 8.22～29 国際姉妹都市関係者
来市

2005. 8.24 国際姉妹都市関係者ウェ
ルカムパーティー〔TX開業記念イ
ベント広場〕

2005. 8.28 国際姉妹都市関係者フェ
アウェルパーティー（守谷市・MIFA
共催）〔市長宅〕

2006. 7.27～8.7 第17回青少年海外
派遣事業（団長：浅川恭子）

2007. 6.19～25 グリーリー市高校生
来市（高校生10人、引率2人）

2007. 6.24 青年交流委員会　グリー
リー市高校生とボウリング交流会
〔フジ取手ボウル〕
2007. 6.24 グリーリー市高校生フェ
アウェルパーティー〔ログハウス〕

2008. 7.28～8.8 第19回青少年海外
派遣事業（団長：中村敏子）

1998. 7.30～8.10 第9回青少年海外
派遣事業（団長：小野泉）

1999. 7.22～8.2 第10回青少年海外
派遣事業（団長：山之内道子）

2000. 7.27～8.7 第11回青少年海外
派遣事業（団長：加納正康）

2001. 4.13～21 グリーリー市高校生
訪問団来日（高校生10人、引率5人）、
対面式（守谷町滞在4.13～4.19）

2001. 4.15 グリーリー市引率者と富
士登山

2001. 4.18 グリーリー市高校生訪問
団フェアウェルパーティー〔ログハ
ウス〕

2002. 1.31～2.4 市制施行記念式典
に伴う国際姉妹都市市民来市（2.1ウ
ェルカムパーティー〔ログハウス〕）

2003.4.18～24  守谷市・グリーリー市姉妹都市締結10周年記念

2007.6.19 大洗水族館

2001.4.18  フェアウェルパーティー
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1991. 3.16 ラテンの夕べ「～たべて、
飲んで、ステップふんで」〔ログハ
ウス〕

1991.12. 7 フォルクソングの夕べ
〔ログハウス〕
1992. 4.25 MIFAパーティー（～
Spring had come!～）〔ログハウス〕

1992. 9. 5 MIFAパーティー〔ログ
ハウス〕

1992.11.15 MIFAパーティー ピアノ
コンサート＆ティーパーティー（演
奏＝国立音楽大学講師・堀江志磨）
〔ログハウス〕

1993. 3.13 MIFAパーティー〔ログ
ハウス〕

1993. 9.25 MIFAパーティー（フォ
ークダンスの夕べ）〔ログハウス〕

1996.11.23 MIFAパーティー（アー
カス構想アーティスト・JICA研修
員との交流、近隣在住外国人招待）
〔ログハウス〕
1997.10. 4 「われら地球人」MIFAパ
ーティー（アーカス構想アーティス
ト・JICA研修員との交流会）（ふれ
あいネット’97 いばらき国際交流
月間参加事業）〔ログハウス〕

2001. 6.24 第1回日曜サロン（在住
外国人との気軽なおしゃべり）〔ログ
ハウス〕

2001.10.21 第2回「日曜サロン～地
域の外国人とアフタヌーンティーを
楽しみませんか～巻き寿司を作ろ
う」〔ログハウス〕

2002. 1.27 第3回日曜サロン「CIR
アンドレ・マルハウンさんの話（ド
イツ・メルヘンの話）とおしゃべり
タイム」〔ログハウス〕

2002. 2.13 第4回日曜サロン「世界
がもし100人の村だったら」〔ログハ

28

MIFAパーティー&MIFAサロン

その後のMIFAパーティー、MIFAサロンに続く外国人を招待しての
パーティーは1991年3月16日に開催された「ラテンの夕べ」から始ま
りました。タイトルは「たべて、話して、ステップ踏んで」、サブタイ
トルは「在住外国人を迎えての交流」でした。この形式のパーティー
は次の「フォルクソングの夕べ」、それからMIFAパーティーへと続き
ます。設立10周年記念のMIFAパーティー拡大版「フェスタ」を経て、
2000年度からは在住外国人との気軽なおしゃべりができる「日曜サロ
ン」として衣替えしました。この日曜サロンは2年間続き、2002年度
からは「MIFAサロン」に名称を変え、講師のお話を聞く講演会、各
国の料理と文化を学ぶ料理教室、サルサやハワイアンといった演奏会
などさまざまなテーマで現在まで続けられています。

1993.3.13 MIFAパーティー

1991.12.7 フォルクソングの夕べ

2002.1.27 日曜サロン

1993.9.25 MIFAパーティー
「フォークダンスの夕べ」

1997.10.4 MIFAパーティー
アーカスアーティストとの交流会

2002.7.13 MIFAサロン「サルサの夕べ」

在住外国人との交流

2001.6.24 日曜サロン
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ウス〕
2002. 3.13 第5回日曜サロン「CIR
アンドレさんの姉妹都市の話」〔ログ
ハウス〕

2002. 4.20 日曜サロン 市制施行記念
イベント「DREAM SIGHT MORIYA」
（JICA研修員招待）〔常総運動公園〕
2002. 7.13 第1回MIFAサロン「サ
ルサの夕べ～中南米の風を感じよ
う！」〔ログハウス〕

2002.10.20 MIFAサロン・講演会
「中国の食生活と生活習慣」と餃子
作り（ふれあいネット2002いばらき
国際交流月間参加事業）〔ログハウ
ス〕

2003. 3. 9 第3回MIFAサロン「日
本の食文化“おにぎり”を一緒に作
ってみませんか？」〔ログハウス〕

2003. 7.13 第1回MIFAサロン「タ
イ文化に触れるティータイム」〔ロ
グハウス〕

2003.10. 5 第2回MIFAサロン「ネ
パール文化に触れるサロン」〔北守
谷公民館〕

2003.11.16 第3回MIFAサロン「ド
イツのクリスマス」〔郷州公民館〕

2004. 2. 8 第4回MIFAサロン「日
本の着物着付け体験と投扇興」〔北守
谷公民館〕

2004. 7.11 第13回MIFAサロン「春
巻きから見えるベトナム」〔ログハ
ウス〕

2004.10.24 第14回MIFAサロン「光
り輝く島…素顔のスリランカ」〔ロ
グハウス〕

2005. 2.20 第15回MIFAサロン「韓
国文化を知る…学ぼう！本場のキム
チ作り！」〔ログハウス〕

2005. 7.10 MIFAサロン「フラダン
スからハワイ文化の奥深さを知ろ
う」〔ログハウス〕

2005.10.23 MIFAサロン「ウォーキ

ング in MORIYA and バーベキュー
in 学びの里」

2006.2.19 MIFAサロン「エジプトへ
ようこそ」〔ログハウス〕

2006. 6. 4 異文化チャットの会〔ロ
グハウス〕

2006. 9. 3 MIFAサロン「ブラジル
人（日系3世）のふじみさんのお話
～二つの祖国に想いを寄せて」〔ロ
グハウス〕

2007. 3.11 MIFAサロン「ペルーの
料理教室」〔北守谷公民館〕

2007.10.21 MIFAサロン「マインブ
ルクに親しむ」〔ログハウス〕

2008. 3. 9 MIFAサロン「グリーリ
ーを知ろう！」〔ログハウス〕

2008. 6.21 MIFAサロン「中華料理
教室」〔ログハウス〕

2009. 3.28 第25回MIFAサロン「マ
インブルクを知ろう（第2回）」〔ロ
グハウス〕

29

2002.10.20 MIFAサロン「中国の話」
2005.2.20 MIFAサロン「キムチ」

2007.10.21 MIFAサロン

2008.6.21 MIFAサロン「餃子作り」

2003.3.9 MIFAサロン「おにぎり」
2006.2.19 MIFAサロン「エジプト」

2004.2.8 MIFAサロン「投扇興」
2007.3.11 MIFAサロン「ペルー料理」 2008.3.9 MIFAサロン「グリーリーを知

ろう！」
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1989年度
1.12 ホームステイ制度実施要綱・受
入家庭登録申請書作成／ホームステ
イ受け入れ家庭の募集
2.10 広報もりやでホームステイ登録
家庭の募集

1990年度

6.28 筑波大学国際交流課と筑波大留
学生のホームステイ受け入れ打ち合
せ〔筑波大学〕
9. 6 JICA研修員のホームステイ受
け入れ打ち合せ〔国際協力事業団〕

11. 4～5 マインブルク市長ほか調印
団ホームステイ（ゲスト9人8組、
11.1～4＝白寿荘泊）

11.17～18 JICA研修員ホームステイ
3.30～31 JICA研修員ホームステイ
1991年度
7.13 JICA研修員との交流会〔ログ
ハウス〕

1992年度
7.11 筑波大学留学生との交流会〔ロ
グハウス〕

11.14～15 JICA研修員ホームステイ
3.13～14 JICA研修員ホームステイ
1993年度
5.15～16 JICA研修員ホームステイ
6.26～27 筑波大留学生ホームステイ

9.25～26 筑波大留学生ホームステイ

1994年度
7.30～31 JICA研修員ホームステイ
10.22～23 JICA研修員ホームステイ
3.25～26 筑波大学留学生ホームステ
イ

1995年度
4. 1 「ホームステイの手引き」発行
7.29～30 JICA研修員ホームステイ
8. 8～9 エストニア・エレルヘイン
少女合唱団ホームステイ
9. 1～2 ラインネッカー四重奏団ホ
ームステイ

11.23 JICA研修員ホームヴィジット
3.23～24 筑波大学留学生ホームス
テイ

1996年度
7.27～28 JICA研修員ホームステイ
11.23～24 JICA研修員ホームステイ
3.7～8 筑波大学留学生ホームステ
イ

1997年度
7.31～8.4 マインブルク市民訪問団
（柔道チーム）ホームステイ
10. 4～5 JICA研修員ホームステイ

30

ホームステイ・プログラム

これまでMIFAは、多くのホームステイを受け入れてきました。ホームス
テイはいくつかのパターンに分けられます。
一つは留学、研修などのために近隣に在住している、たとえば筑波大学留
学生やJICA研修員たち。設立当初、専門委員会として設置されていたホーム
ステイ委員会の中で「積極的な受け入れを」という提案があり、筑波大学や
JICAにステイ希望者募集のお願いをしてきました。この二つの機関からは
定期的に留学生等を受け入れています。
もう一つは姉妹都市関係者。特にマインブルク市からは姉妹都市提携調印
団を手始めに、1992年にはヨハネス・バルト氏が公式訪問し2週間滞在し、
そのほかサッカー少年団、柔道チーム、ブラスバンドなど友好市民訪問団が
数多く来市しています。また、姉妹都市2市の青少年受け入れが隔年、相互
になってからは、毎年いずれかの都市から10人前後の青少年が守谷市にホー
ムステイしています。姉妹都市交流は市の事業ですから、すべてをMIFAが
受けているわけではありませんが、大きな柱になっています。
また、ラオスとの交流が活発になってきてからはラオス関係者、さらに

2008年度は政府の青少年大交流計画で中国とラオスの青少年が、開発援助支
援としてラオスの医療関係者が守谷市に滞在し、研修を受けたり高校の授業
を参観したりしています。
ホームステイを受け入れた家庭からは、「楽しかった」「また受けたい」と

の声が数多く聞かれ、MIFAの大きな事業の一つとして継続して行きたいと
考えています。

4.6～8 西ドイツ・ケルン市テレビ局
サッカーチームホームステイ（守谷町
滞在＝4.5～9）

10.2～16 マインブルク市民ヨハネ
ス・バルト氏来町ホームステイ

3.12～13 JICA研修員ホームステイ

7.28～8.4 マインブルク市民ステファ
ニー・スタンクル・マイヤー、ロー
マン・ピルツ氏来町（広島＝ハノー
バー青少年交流25周年記念事業日独
青少年交換事業の交換留学生として
広島市に来日）、ホームステイ
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1998年度
4. 3～13 マインブルク市民来町（ハ
リーデル夫妻、フックス氏、4.13～
16は京都へ）

10.20～28 マインブルク市民46人（う
ちブラスバンド「アーベンスターラ
ー・ムジカンテン」12人）来町、ホ
ームステイ
1.30～31 筑波大留学生ホームステイ
1999年度

2. 5～6 筑波大学留学生ホームステ
イ

2000年度
6.11 デイビジット（守谷町在住外国
人7人・筑波大学留学生9人）〔四季
の里公園ほか〕
7.29～30 JICA研修員ホームステイ
10.19～28 マインブルク市姉妹都市締
結10周年記念訪問団来町（市長ほか
16人）

2001年度
4.13～21 グリーリー市高校生訪問団
来日（高校生10人、引率5人、守谷
市滞在4.13～19）
7.28～29 JICA研修員ホームステイ
11. 8～13 ラオス・ルアンプラバン青
少年招請事業（ゲスト10人）ホーム

ステイ
2.16～17 筑波大学留学生ホームステ
イ

2002年度
4.20～21 JICA研修員ホームステイ
9. 4～13 マインブルク市ガベルスベ
ルガ高校生来市ホームステイ
2.15～16 筑波大学留学生ホームステ
イ

2003年度
4.18～24 グリーリー市高校生来市
（高校生男子4人、女子6人、引率
者3人）ホームステイ

12. 6～7 筑波大学留学生ホームステ
イ

2004年度
6.12～13 JICA研修員ホームステイ

2005年度
6.17～23 グリーリー市高校生来日
（高校生10人、引率2人）ホームス
テイ
8.20～21 「日本におけるドイツ
2005／2006（ドイツ人の若者のた
めの日本における企業研修）」で来日
中のドイツ人学生2人（ノーベル
ト・バウマン君、ルートバッハさん）
ホームステイ

12.10～11 筑波大学留学生ホームステ
イ

2006年度
6.10～11 JICA研修員ホームステイ
12. 2～3 筑波大学留学生ホームステ
イ

2007年度
6.19～25 グリーリー市高校生来市
（高校生10人、引率2人）ホームス
テイ
7.28～29 JICA研修員ホームステイ
12. 8～9 筑波大学留学生ホームステ
イ
1.12～14 筑波大学短期研修生（韓国
現職教師）ホームステイ

2008年度
4.15～23 「21世紀東アジア青少年大
交流計画」中国高校生来日（MIFA応
接＝4.17～4.21 高校生男子8人、
女子12人、引率4人）ホームステイ

8.18～27 マインブルク市高校生来
市（高校生5人、引率3人）ホーム
ステイ
9.25～10.5 ラオス・ルアンプラバン
青少年招請事業（9.28～10.3ホー
ムステイ、中高生13人、引率2人）
ホームステイ

12.13～14 筑波大学留学生ホームス
テイ
1.27～2.5 「21世紀東アジア青少年
大交流計画」ラオス空手研修生来日
（MIFA応接＝1.31～2.2 ホームス
テイ）

2.7～8 筑波大学留学生ホームステイ
（筑波大学との共催）

7.24～25 JICA研修員ホームステイ

2.3～4 筑波大学留学生ホームステイ

2002.2.16～17 筑波大学留学生

9.13～14 JICA研修員ホームステイ

12.4～5 筑波大学留学生ホームステイ

8.27～28 JICA研修員ホームステイ

7.26～27 JICA研修員ホームステイ



1989年度
1.18 第1回語学講座（英会話初心

者講座） テレサ・アン・リチ
ャート〔中央公民館〕

3. 8 第2回語学講座（英会話初心
者講座） テレサ・アン・リチ
ャート〔中央公民館〕

1990年度
4.21 第1回英会話初級講座入門編

相川京子〔中央公民館〕
6. 7 英会話中級講座 テレサ・アン

リチャート〔中央公民館〕
9.11 ドイツ語会話入門講座 佐々木

二郎〔中央公民館〕
10. 6 第2回英会話初級講座　相川

京子〔中央公民館〕
11.15 テリー先生の英会話講座 テレ

サ・アン・リチャート〔中央公
民館〕

2. 2 第3回英会話初級講座　相川
京子〔ログハウス〕

2.20 英会話講座（初級講座） テレ
サ・アン・リチャート〔中央公
民館〕

2.21 英会話講座（中級講座） テレ
サ・アン・リチャート〔中央公
民館〕

1991年度
4.13 第1回英会話初級講座（続編）

相川京子〔ログハウス〕
4.16 第1回ドイツ語会話入門講座

佐々木二郎〔中央公民館〕
9. 7 第2回英会話中級（続編）講座

相川京子〔ログハウス〕
9.10 第2回ドイツ語会話入門講座

佐々木二郎〔中央公民館〕
10. 7 第1回スペイン語会話入門講

座　千葉美恵子〔ログハウス〕
1.11 第3回英会話中級講座（続編）

相川京子〔ログハウス〕
2. 4 第3回ドイツ語会話入門講座

佐々木二郎〔中央公民館〕
2.10 第2回スペイン語会話入門講

座　千葉美恵子〔ログハウス〕
2.17 ララさんの英会話 ララ・クリ

スティーヌ・バドュキー〔ログ

ハウス〕
1992年度
5.23 英会話初級講座 ダイナ・デイ

ビス〔ログハウス〕
5.25 第1回スペイン語会話入門講

座　千葉美恵子〔ログハウス〕
5.26 ドイツ語会話入門講座 梶田み

どり〔郷州公民館〕
※講師の都合により1回で中止

9.21 第2回スペイン語会話入門講
座　千葉美恵子〔ログハウス〕

9.26 英会話中級（第1回）講座　フ
ィリップ・ジョンソン〔ログハ
ウス〕

1.14 英会話初級講座 リチャード・
イースン・レイシー〔ログハウ
ス〕

1.16 英会話中級（第2回）講座　フ
ィリップ・ジョンソン〔ログハ
ウス〕

1.18 第3回スペイン語会話入門講座
千葉美恵子〔ログハウス〕

1993年度
4.22 英会話初級講座 リチャード・

イースン・レイシー〔ログハウ
ス〕

4.24 英会話中級講座 フィリップ・
ジョンソン〔ログハウス〕

9. 4 英会話中級講座 フィリップ・
ジョンソン〔ログハウス〕

9. 9 英会話初級講座 リチャード・
イースン・レイシー〔ログハウ
ス〕

9.11 フランス語入門講座 野口朋子
〔ログハウス〕

9.14 ドイツ語初級講座 ジョン・ヘ
イズ〔郷州公民館〕

1.11 ドイツ語初級講座 ジョン・ヘ
イズ〔郷州公民館〕

1.20 英会話初級講座 リチャード・
イースン・レイシー〔中央公民
館〕

1.22 英会話中級講座 フィリップ・
ジョンソン〔中央公民館〕

1.22 フランス語入門講座 野口朋子
〔ログハウス〕

1994年度
5.19 英会話初級講座 リチャード・

イースン・レイシー〔ログハウ
ス〕

5.20 ドイツ語初級講座 マリア・ス
ターベリー〔郷州公民館〕

5.28 英会話中級講座 フィリップ・
ジョンソン〔ログハウス〕

8. 6 英会話中級講座 フィリップ・
ジョンソン〔ログハウス〕

9.22 英会話初級講座 マーク・ジョ
リフ〔ログハウス〕

9.30 ドイツ語入門講座 マリア・ス
ターベリー〔郷州公民館〕

10. 1 英会話入門講座　佐々木悦子
〔ログハウス〕

1995年度
5.11 英会話中級講座 マーク・ジョ

リフ〔ログハウス〕
5.13 ホームステイ受け入れのための

英会話　佐々木悦子〔ログハウ
ス〕

5.13 英会話初級講座 フィリップ・
ジョンソン〔ログハウス〕

10. 5 英会話中級講座（後期） マー
ク・ジョリフ〔ログハウス〕

10.14 英会話初級講座（後期） フィ
リップ・ジョンソン〔ログハウ
ス〕

1.13 ホームステイ受け入れのための
英会話 佐々木悦子〔ログハウ
ス〕

1996年度
5.11 ホームステイ受け入れに向けて

の英会話　佐々木悦子〔ログハ
ウス〕

5.15 英会話初級講座 フィリップ・
ジョンソン〔ログハウス〕

10.16 英会話初級講座（後期） フィ
リップ・ジョンソン〔ログハウ
ス〕

10.17 英会話中級講座（後期） ポー
ル・ジャスティン・マーシャル
〔ログハウス〕

1997年度
5.14 前期英会話初級講座 フィリッ

プ・ジョンソン〔ログハウス〕
10. 8 後期英会話初級講座 フィリッ

プ・ジョンソン〔ログハウス〕
10. 9 後期英会話中級講座 ポール・

ジャスティン・マーシャル〔ロ
グハウス〕
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語学講座の記録



1998年度
4.23 前期英会話スピーキングコー

ス　ポール・ジャスティン・マ
ーシャル〔ログハウス〕

5. 6 前期英会話テキストコース フ
ィリップ・ジョンソン〔ログハ
ウス〕

11.25 後期英会話テキストコース フ
ィリップ・ジョンソン〔ログハ
ウス〕

11.26 後期英会話スピーキンギコース
レスリー・ヒレン〔ログハウス〕

1999年度
5.12 前期英会話テキストコース フ

ィリップ・ジョンソン〔ログハ
ウス〕

5.13 前期英会話スピーキングコース
ジョナサン・リンガム〔ログハ
ウス〕

10. 6 後期英会話テキストコース フ
ィリップ・ジョンソン〔ログハ
ウス〕

10. 8 後期英会話スピーキングコース
レベッカ・クラムプリト〔ログ
ハウス〕

2000年度
5.10 前期英会話テキストコース フ

ィリップ・ジョンソン〔ログハ
ウス〕

5.26 前期中国語講座初級 李遠英（木
村絵里）〔ログハウス〕

10. 4 後期英会話テキストコース フ
ィリップ・ジョンソン〔ログハ
ウス〕

10.13 後期中国語講座初級　李遠英
〔ログハウス〕

2001年度
5.16 英会話前期中級コース フィリ

ップ・ジョンソン〔ログハウス〕
5.25 中国語前期中級コース 李遠英

〔ログハウス〕
5.30 中国語前期初級コース 李遠英

〔ログハウス〕
5.30 英会話前期初級コース フィリ

ップ・ジョンソン〔ログハウス〕
10. 3 英会話後期中級コース フィリ

ップ・ジョンソン〔ログハウス〕
10. 3 英会話後期初級コース フィリ

ップ・ジョンソン〔ログハウス〕
12. 5 中国語後期初級コース 李遠英

〔ログハウス〕
2002年度
4.10 英会話中級コース前期 フィリ

ップ・ジョンソン〔ログハウス〕
4.11 英会話初級コース前期 フィリ

ップ・ジョンソン〔ログハウス〕
6.14 中国語講座初級コース前期 李

遠英〔ログハウス〕
6.24 「ドイツ語を聞いたことがあり

ますか」（第1回） 小嶋美喜子
〔ログハウス〕

10. 2 英会話中級コース後期 フィリ
ップ・ジョンソン〔ログハウス〕

10. 3 英会話初級コース後期 フィリ
ップ・ジョンソン〔ログハウス〕

11.11 「ドイツ語を聞いたことがあり
ますか」（第2回） 小嶋美喜子
〔ログハウス〕

12.13 中国語講座中級後期　李遠英
〔ログハウス〕

12.16 中国語講座初級コース 李遠英
〔ログハウス〕

2003年度
4.10 英会話中級コース前期 フィリ

ップ・ジョンソン〔ログハウス〕
4.11 英会話初級コース前期 フィリ

ップ・ジョンソン〔市役所会議
室〕

4.14 ドイツ語サークル前期 児島美
喜子〔ログハウス〕

4.17 エンジョイ・イングリッシュ
〔ログハウス〕

5.12 中国語講座Ｂコース後期 李遠
英〔ログハウス〕

7.26 中国語講座Ａコース前期　李
遠英〔ログハウス〕

10.13 ドイツ語サークル後期 児島美
喜子〔ログハウス〕

10.16 英会話中級コース後期 フィリ
ップ・ジョンソン〔ログハウス〕

10.17 英会話初級コース後期 フィリ
ップ・ジョンソン〔市役所会議
室〕

11.22 中国語Ａコース後期　李遠英
〔ログハウス〕

2004年度
4. 7 エンジョイ・イングリッシュ

〔ログハウス〕
4. 9 英会話初級クラス前期 フィリ

ップ・ジョンソン〔ログハウス〕
4. 9 英会話中級クラス前期 フィリ

ップ・ジョンソン〔市役所会議
室〕

4.10 中国語初級クラス前期 李遠英
〔ログハウス〕

4.10 中国語中級クラス前期 李遠英
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〔ログハウス〕
4.12 ドイツ語講座前期 児島美貴子

〔ログハウス〕
6. 7 スペイン語講座　千葉美恵子

〔市役所会議室〕
7.31 中国語中級自主講座〔ログハウ

ス〕
9. 3 英会話初級クラス後期 フィリ

ップ・ジョンソン〔ログハウス〕
9.10 英会話中級クラス後期 フィリ

ップ・ジョンソン〔ログハウス〕
9.11 中国語初級クラス後期 李遠英

〔ログハウス〕
10.18 ドイツ語自主講座〔ログハウ

ス〕
1.22 中国語中級自主講座〔ログハ

ウス〕
2005年度
10.24 英会話初級講座 フィリップ・

ジョンソン〔ログハウス〕
2006年度
4. 3 英会話初級クラス フィリッ

プ・ジョンソン〔ログハウス〕
5.29 英会話初級クラス フィリッ

プ・ジョンソン〔ログハウス〕
9.25 英会話初級クラス フィリッ

プ・ジョンソン〔ログハウス〕
11.20 英会話初級クラス フィリッ

プ・ジョンソン〔ログハウス〕
1.22 英会話初級クラス フィリッ

プ・ジョンソン〔ログハウス〕
2007年度
4. 9 英会話初級クラス フィリッ

プ・ジョンソン〔ログハウス〕
9. 3 英会話初級クラス フィリッ

プ・ジョンソン〔ログハウス〕
1.21 英会話初級クラス フィリッ

プ・ジョンソン〔ログハウス〕
2008年度
4.14 英会話初級クラス フィリッ

プ・ジョンソン〔ログハウス〕
5.19 英会話初級クラス フィリップ・

ジョンソン〔ログハウス〕
7.14 英会話初級クラス フィリッ

プ・ジョンソン〔ログハウス〕
10.11 「英語でおしゃべり（パート1）」

〔ログハウス〕
11.10 英会話初級クラス フィリッ

プ・ジョンソン〔ログハウス〕
2. 2 英会話初級クラス フィリッ

プ・ジョンソン〔ログハウス〕
2.14 「英語でおしゃべり（パート2）」

〔ログハウス〕



日本語講座

1993年度
1.19～3.9 日本語ボランティア養成
講座　講師＝加納正康・千恵子、市川
悟・保子〔中央公民館〕
1994年度
6. 1～7.20 第1回外国人のためのボ
ランティア日本語講座〔ログハウス〕
9.28～12.7 第2回外国人のためのボ
ランティア日本語講座〔ログハウス〕
1995年度
10. 4～12.13 日本語ボランティア講
師養成講座　講師＝加納千恵子ほか
〔中央公民館〕
10. 4～12.7 第3回外国人のためのボ
ランティア日本語講座〔ログハウス〕
1.24～4.10 第4回外国人のためのボ
ランティア日本語講座〔ログハウス〕
1996年度
5.15～7.17 第5回外国人のためのボ
ランティア日本語講座〔ログハウス〕
9.18～11.27 第6回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
1.22～3.26 第7回外国人のためのボ
ランティア日本語講座〔ログハウス〕
1997年度
5.14～7.16 第8回外国人のためのボ
ランティア日本語講座〔ログハウス〕
9.24～11.26 第9回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
1.14～3.25 第10回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
1998年度
5.13～7.15 日本語ボランティア講
師養成講座　講師＝加納千恵子・正康
〔ログハウス〕
5.13～7.15 第11回外国人のための

ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
9.30～12.2 第12回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
1.20～3.24 第13回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
1999年度
5.12～7.14 第14回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
9.22～12.1 第15回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
1.19～3.22 第16回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
2000年度
5.10～7.12 第17回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
9.27～12.6 第18回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
1.17～3.21 第19回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
2001年度
5. 9～7.11 第20回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
9. 5～11.28 第3回日本語ボランテ
ィア講師養成講座〔ログハウス〕
9.19～11.21 第21回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
1.16～3.20 第22回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
2002年度
5.15～7.17 第23回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
9.10 日本語ボランティア講師勉強会

〔市役所会議室〕
9.18～11.20 第24回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
1.15～3.9 第25回外国人のためのボ
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日本語講師養成講座
日本語が不自由な外国人に日本語を教えたい。そんなMIFAの熱意から生

まれた講座が「外国人のためのボランティア日本語講座」。1994年6月に第1
回の講座が行なわれて以来、2009年1月で42回を数えました。
開催は毎週水曜日の午後7時30分から9時まで、1コース10回で、年3コー

ス。最終回には受講生の日本語での発表会や修了式などが行われています。

ボランティア ＆

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

1999.9　日本語講座 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.1.19　講師養成講座　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

1994.1.19　講師養成講座 



ランティア日本語講座〔ログハウス〕
2003年度
5. 7 第1回ボランティア日本語講師
初級・中級研修会 講師＝加納正康（初
級）、加納千恵子（中級）〔市役所会議室〕
5.14～7.16 第26回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
9.10 第2回ボランティア日本語講師
初級・中級研修会 講師＝加納正康（初
級）、加納千恵子（中級）〔市役所会議室〕
9.17～11.19 第27回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
1.13 ボランティア日本語講座講師
研修会〔市役所会議室〕
1.14～3.24 第28回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
2004年度
5. 9 第1回日本語講座ボランティア
講師オリエンテーション〔ログハウス〕
5.12～7.14 第29回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
9. 8～10.6 第5回日本語ボランティア
講師養成講座 講師＝加納正康（9.8）、
市川保子（9.15～10.6）〔ログハウス〕
9.29～12.8 第30回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
1.12～3.16 第31回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
2005年度
9.20 日本語講座ボランティア講師研
修会〔市役所和室〕
9.21～12.14 第32回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
2. 1～3.29 第33回外国人のための
ボランティア日本語講座〔もりや学び
の里、ログハウス〕
2006年度
5. 8 日本語講座ボランティア講師初
級・中級研修会〔ログハウス〕
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5.10～7.12 第34回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
9.13 日本語講座ボランティア講師初
級・中級研修会〔ログハウス〕
9.20～11.22 第35回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
1.17～3.14 第36回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
2007年度
5. 9 日本語講座講師初級・中級研
修会〔ログハウス〕
5.16～7.18 第37回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
9. 5・9.12 日本語講座講師初級・
中級研修会〔ログハウス〕
9.19～11.21 第38回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
11.17 日本語講師意見交換会〔ログハ
ウス〕
1.16～3.19 第39回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
3.21 日本語講師意見交換会〔ログ
ハウス〕
2008年度
5. 7 日本語講座ボランティア日本語
講師のための講習会（初・中級）〔ログ
ハウス〕
5.14～7.16 第40回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
7. 9 日本語講師意見交換会〔ログハ
ウス〕
9.17 日本語講師のためのレベルアッ
プ研修会（初級）〔ログハウス〕
9.24～11.26 第41回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
1.14～3.25 第42回外国人のための
ボランティア日本語講座〔ログハウス〕
3. 4 日本語講師意見交換会〔ログハ
ウス〕

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

1999.9　日本語講座 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

1998.5.13　講師養成講座 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

2001.9.12　日本語講座 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

2003.3.19　日本語講座 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

2004.3.10　日本語講座 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 2008.5.7　講師のための講習会 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

2002.3.20　日本語講座修了式 

1994.1.19　講師養成講座 

1994.3.16　講師養成講座修了式 

1994.8.4　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

1994.12.7　日本語講座修了式 

1998.7.15　日本語講座修了式 

1998.7.15　講師養成講座修了式 

2000.12.6　日本語講座修了式 

1999.9　日本語講座 

2007.3.14　日本語講座修了式 

1998.5.13　講師養成講座 

2001.9.12　日本語講座 

2003.3.19　日本語講座 

2004.3.10　日本語講座 

1998.7.15　日本語講座修了式 

2002.3.20　日本語講座修了式 

2001.3.21　日本語講座修了式　日本語講座修了式 

2008.5.7　講師のための講習会 

2001.3.21　日本語講座修了式 



1989.11.25 国際交流講演会「国際交流活動について」 講師＝浦安市国際交流
課長・辻村聖子氏〔商工会会議室〕

1995. 8.19 講演会「アラブからみた日本」 講師＝カイロ大学文学部日本語科
准教授アハマド・Ｈ・ファヒト博士〔ログハウス〕

1995.12. 7 駐日アメリカ大使夫人ジョアン・モンデール氏講演会〔中央図書館〕
1998.10. 4 MIFA設立10周年記念事業　記念講演会（「故郷の国際化」 講師＝

ダニエル・カール氏）〔中央公民館〕
1999.11.23 シリーズ「異文化を探ろう」宮島達男講演会〔ログハウス〕
2002. 7. 6 国際理解とMIFA活動　「対人地雷の現状と課題」 講師＝財団法人

日本ユニセフ協会水戸の会・地雷廃絶日本キャンペーンJCBL会
員・出津正明氏〔ログハウス〕

2002.11.10 国際情勢講演会「外務省改革」（日本外交協会共催） 講師＝外務省
総合外交政策局安全保障政策課課長補佐・中村仁威氏〔ログハウス〕

2004. 2.29 ラオスプロジェクト・プレゼンテーション「ラオスを知ろう」（ラオ
ス教育関係者の講演会と交流会）〔ログハウス〕

2005.11.27 第1回MIFAセミナー「開発教育ワークショップ」される側から見た
「援助」 講師＝立教大学教授・開発教育協会代表・田中治彦氏〔ロ
グハウス〕

2006.12. 3 MIFAセミナー「国際化ワークショップ」～参加型ワークショップ
で多文化共生に関して考えてみよう～　講師＝開発教育協会・西あ
い氏〔ログハウス〕

2007. 2. 4 「世界を知るシリーズ・ドイツ編」 講演会「グリム童話の里」 講
師＝守谷市国際交流員・リッヒター・アドリアネ氏〔ログハウス〕

2007.11. 4 ワークショップ「パーム油って何？」 講師＝開発教育協会事務局
長補佐・西あい氏〔ログハウス〕

2008.11. 9 ワークショップ「コーヒーカップの向こう側に広がる国際交流」
講師＝開発教育協会事務局次長・西あい氏〔ログハウス〕
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講演会・勉強会
これまでMIFAは、たくさんの講師をお招きして講演会を開いてきました。
講演会に最初にお呼びしたのは設立時にお世話になった浦安市国際交流課
長の辻村聖子さんで、辻村さんには3回講演をお願いしています。
その後シリーズものとしては、「世界を知るシリーズ　大使講演会」、講

話「異文化を探ろう」、MIFAサロンでの講演会があり、そのほか国際交流
フォーラムの基調講演や総会後の講演会。そして、10周年記念講演会にお
呼びしたダニエル・カール氏。最近では、勉強会として開催した「地雷廃
絶キャンペーン」や「国際情勢講演会」。勉強会の流れをくむ開発教育関係
のMIFAセミナーやワークショップなどがあります。

1995.8.19 アハマド・H・ファヒト博士

1997.5.24 「総会後講演会」
浦安市国際交流課長・辻村聖子

1997.2.23 第6回国際交流フォーラム基調講演
茨城県国際交流課長・和田信貴

2004.3.21 スーダン大使講演会
師岡カリーマ・エルサムニー

2005.11.27 立教大学教授・田中治彦 2006.12.3 開発教育協会・西あい 2007.2.4 リッヒター・アドリアネ
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1998.10.4
MIFA設立10周年
記念講演会
「故郷の国際化」
ダニエル・カール
〔中央公民館〕

1999.11.23 シリーズ「異文化を探ろう」
宮島達男講演会〔ログハウス〕

2002.7.6 「対人地雷の現状と課題」 出津正明〔ログハウス〕

2002.11.10 国際情勢講演会
「外務省改革」 中村仁威〔ログハウス〕

2006.4.2 開発教育ワーキンググループ勉強会「軍隊を捨て
た国　コスタリカ」〔ログハウス〕

「よく大企業病とか言われますが、社会の変化に対する適応の
遅れというのがあります。何となくみんな、世の中変わったよう
な気がしているけれども自分たちに直結する問題とは実感できな
いで、その間に世の中の変化に対応しきれなくなってしまったと
いうことがあります。まさに外務省も大企業病にかかってしまっ
たわけで、世の中変わったけれどもそれに対して何をしなければ
ならないのか、それをさぼったわけです。仕事対する気持ちの緩
みがあったわけですから、いろんなことが起こります…」

1996年から宮島さんとボランティアの人々は、
「『時の蘇生』柿の木プロジェクト」を展開してい
ます。これは、長崎で被爆した柿の木の苗木を世
界の子供たちと植樹し、次の世代に平和のメッセ
ージとして伝えていくというプロジェクトで、こ
れまでに日本各地の小学校や幼稚園をはじめ、ス
イス、フランス、イギリス、スペインなどに植樹
してきました。

「最後に、長野冬季オリンピック最終聖火ランナーに選ばれたクリ
ス・ムーン氏（※）の言葉を紹介します。
『変えられないものなんてない。なんだって可能だ。僕たちはいつだっ
て、自分のやれる限りのことを目いっぱいすればいい』」

※95年モザンビークで地雷撤去作業中に被爆。右手右
足を失う。以来義足のランナーとして地雷廃絶を訴
え、世界中を走り続けている。

MIFAセミナー
2002年5月、「勉強会」の提案がなされました。その趣旨は、「国際

交流だけではなく、国際協力が求められているこの時期に、私達も国
際社会や途上国の問題等を学習することが必要なのではないでしょう
か。環境、開発、平和等、現代社会が直面している問題を学習し、理
解し、自分達の生活との関係性の中で考え、公正な地域社会づくりに
参加することを目的とした活動を行なう為に勉強会を提案します…」
とあります。
第１回が、「国際理解とMIFA活動　対人地雷の現状と課題」でした。

第1回の勉強会には11人が出席。「軍隊を捨てた国コス
タリカ」のビデオを鑑賞した後、開発教育全国集会沖縄
大会に参加した河内さんから報告を受けました。
意見交換では教育から見る日本の子どもたちの現状や
コスタリカとの比較など活発な意見が交わされました。

開発教育
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「世界を知るシリーズ」

講演会の極め付けが駐日大使をお招きしての「世界を
知るシリーズ」です。
勉強会、講演会を行ないたいと考えていたとき、大使
館の人をお呼びしてお話を聞いたらどうだろうという意
見があり、それも「無理かもしれないが、大使本人にお
越しいただければ」と無謀とも思えるような企画でした。
そうはいっても大使館に伝手があるわけでもなく、そ
もそも大使館からそのような講演会に講師を派遣してい
ただけるかどうかもわからない状況からの交渉でした。
ところが初回のイスラエル大使館との交渉から思いも
かけず大使本人が出席していただけることになりました。

大使講演会

第1回大使講演会
1993.11. 3
「中東和平について」
駐日イスラエル国大使
アモス・ガルーノ氏
〔ログハウス〕

第4回大使講演会
1997. 3.2
「南アフリカの近況及び日本と
の関係について」
駐日南アフリカ共和国大使
クリストフェル・カイザー・
プリンス氏
〔ログハウス〕

第2回大使講演会
1994. 9. 4
「一度は訪れてみたい国スリラ
ンカ」
駐日スリランカ民主社会主義
共和国大使館参事官
ガミニ・ジャヤスーリヤ氏
〔ログハウス〕

第5回大使講演会
1998. 2. 1
「世界の中の日本と日本人」
前ペルー共和国大使
青木盛久氏
〔中央公民館〕
（交流会〔ログハウス〕）

第3回大使講演会
1996. 3.24
「21世紀に向けた日加関係につ
いて」
駐日カナダ公使
ジョセフ・キャロン氏
〔ログハウス〕

第6回大使講演会
1999. 3.21
「セネガルってどんな国？」
駐日セネガル共和国大使
アラジ・アマドウ・テイアム氏
〔ログハウス〕

大使講演会はこれまで14回行ないましたが、本人が出席
された講演会は公使を含めると半数以上の8回を数えま
す。本人も出席する予定で大使館とも話を進めていたの
が急遽会議が入ったりして参事官に変更になったことも
2、3回あり、すっかり「大使本人」の講演会になりました。
どの大使も紳士的な方ばかりで、日本（日本人）と真摯
に向き合う姿勢が見られます。自国の印象を良くしたい
とさまざまな資料や文物を持参されたり家族連れで来ら
れた方も何人もいらっしゃいます。
講演会後の交流会も恒例になり、大使と直接話し合え
る機会を楽しみに参加される会員も多くいます。
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第7回大使講演会
1999. 6.20
「古くて新しい国　ウズベキス
タンを知ろう」
駐日ウズベキスタン共和国大
使館参事官
オフンジャノフ・アリシェ
ル・シャイコフ氏
〔ログハウス〕

第10回大使講演会
2003. 3. 2
「英国の地方都市における環境保
護活動」
駐日グレートブリテン及び北アイ
ルランド連合王国大使館参事官
マイケル・ノートン氏
〔ログハウス〕

第13回大使講演会
2005.11. 3
「人類のゆりかご“エリオピア”」
駐日エチオピア連邦民主共和国
大使
コアング・トゥトゥラム・ドゥ
ング氏
〔ログハウス〕

第8回大使講演会
2000. 7. 2
「ベトナムってどんな国？」
駐日ベトナム社会主義共和国
公使参事官
グエン・ミン・ハ氏
〔ログハウス〕

第11回大使講演会
2004. 3.21
「奥深いスーダンの歴史と文化」
駐日スーダン共和国大使
ムサＭ・オマール・サイード氏
〔ログハウス〕

第14回大使講演会
2007.11.24
「チェコ共和国について」
駐日チェコ共和国大使
ヤロミール・ノヴォトニー氏
〔ログハウス〕

第9回大使講演会
2001.11.11
駐日ラオス人民民主共和国大使
館参事官
ブンニュアン・ソンナヴォン氏
〔ログハウス〕
※（「ラオスデーin守谷」として
開催）

第12回大使講演会
2004.11.14
「ラオスについて」
駐日ラオス人民民主共和国大使
館参事官
スーチャイ・ビラティヴォン氏
〔ログハウス〕
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MIFA主催のコンサートは1991年9月8日にNHK交響楽団のメンバー4人を
招き行なわれた「室内楽の夕べ」が1回目です。町（当時）の予算でグランドピ
アノが購入されたこと。また、この年はモーツァルト没後200年にあたること
から企画され、ピアノのお披露目を兼ねたものとなりました。
「プレイスパニック音楽会～アントニオ・ペセーダ」は、「床を伝わる打楽器
の響きが大地の鼓動のよう」と言われ、アサヒビールオリエンテーションシア
ターを会場にしたルーマニア正教会総主教座合唱団コンサートは、ガラス越し
の池を借景に、「天使が湖に舞い降りた」と感嘆の声が上がりました。
3回出演をお願いしたジャズの上村泰一さん。峰林荘の方たちを招待した

座・打留間の「邦楽の集い」。コンサートの前に峰林荘でチャリティーコンサ
ートを行ったクントゥルの皆さん。アフリカの旋律とリズムが中南米やニュー
ヨークの音楽と混ざり、喜び、楽しさ、パッションを表現した「アフロクバー
ノス」のサルサ。チェルノブイリ出身で、その悲惨さを訴えたナターシャ・グ
ジーさん。日本の幽玄を現した梅村昌功さんの「能」。若手声楽家のコンサー

ト「歌で世界を巡る」など、音楽だけでなく、演奏者の思い
も伝えられるコンサートを提供し続けたいと思います。

40

コンサート

1993.11.23 邦楽の集い

1991.9.8 室内楽の夕べ

1993.12.4 ルーマニア正教会総主教座合唱団 2006.1.21 バンドゥーラの弾き語り 1992.11.1 プレイスパニック

1999.12.5　上村泰一ジャズ・ライブ 

ヴォーカル・小沢信子 

1999.12.5　上村泰一ジャズ・ライブ 1999.12.5　上村泰一ジャズ・ライブ 

ヴォーカル・小沢信子 ヴォーカル・小沢信子 
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2003.10.19 第10回MIFAコンサート「音楽で世界を巡る」
〔ログハウス〕
2005. 2.12 第11回MIFAコンサート「ワークショップ
能」 能楽師・梅村昌功〔ログハウス〕

2006. 1.21 第12回MIFAコンサート「バンドゥーラの弾
き語り」 演奏＝ナターシャ・グジー〔ログハウス〕

2008. 2.24 第13回MIFAコンサート「草原のチェロ～馬
頭琴の響き」 馬頭琴＝ライ・ハスロー、古筝＝タラー、
リンベ笛＝ジリンバラヤ〔ログハウス〕
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2002.3.17 中国音楽のしらべ

1997.12.5 デルネスコンサート「SOURCE～源」

2003.3.15 サルサの夕べ

1996.9.7 フォルクローレコンサート

2003.10.19 音楽で世界を巡る

1991. 9. 8 「室内楽の夕べ」 演奏＝NHK交響
楽団団員〔ログハウス〕
1992.11. 1 MIFAコンサート「メキシコ・プレ
イスパニック音楽会」 演奏＝アントニオ・ぺ
セーダ〔ログハウス〕
1992.11.15 MIFAパーティー「ピアノコンサー
ト＆ティーパーティー」演奏＝国立音楽大学
講師・堀江志磨〔ログハウス〕
1993. 5.23 1993年度総会「ジオムジカ・アン
ティカ・リコーダー・カルテットコンサート」
〔ログハウス〕

1993.11.23 「邦楽の集い」 演奏＝座・打瑠間
〔ログハウス〕
1993.12. 4 MIFAコンサート「ルーマニア正教
会総主教座合唱団コンサート」〔アサヒビール
オリエンテーションシアター〕

1994. 2. 5 アフリカンドラム演奏会「アフリカ
をきく」 演奏＝DEWA・DEWA〔ログハウス〕

1994. 5.21 1994年度総会「山田圭子バイオリ
ンコンサート」〔ログハウス〕

1994.11.19 MIFAコンサート「上村泰一ジャズコンサート」
〔ログハウス〕
1995. 5.27 1995年度総会「永島志基ギターコンサート」〔ロ
グハウス〕

1995. 9. 2 MIFAコンサート「ラインネッカー四重奏団コン
サート」〔アサヒビールオリエンテーションシアター〕

1996. 9. 7 MIFAコンサート「フォルクローレコンサート」
演奏＝クントゥル〔アサヒビールオリエンテーションシア
ター〕

1997.12. 5 MIFAコンサート「SOURCE～源」 演奏＝
デルネス〔アサヒビールオリエンテーションシアター〕

1999.12. 5 MIFAコンサート「上村泰一ジャズライブ」
〔ログハウス〕
2001. 3.18 MIFAコンサート「上村泰一カルテット・ジャ
ズライブ」〔ログハウス〕

2002. 3.17 MIFAコンサート「中国音楽のしらべ」〔ログ
ハウス〕

2002. 7.13 第1回MIFAサロン「サルサの夕べ～中南米の
風を感じよう！」〔ログハウス〕

2003. 3.15 第9回MIFAコンサート「サルサの夕べ」 演
奏＝アフロクバーノス〔ログハウス〕



1999.9.26
MIFAフェスタ「われら地球人」
会場：中央公民館
主催：守谷町国際交流協会
共催：JICA筑波国際センター
協賛：守谷ライオンズクラブ・守谷ロ
ータリークラブ・取手青年会議所・明
治乳業株式会社茨城工場
後援：茨城県・茨城県国際交流協会
参加国：アルゼンチン・バングラデシ
ュ・ボリビア・ブラジル・カメルーン・
中華人民共和国・コロンビア・コート
ジボアール・キューバ・エクアドル・エ
チオピア・フィジー・グルジア・ギニ
ア・インド・インドネシア・イラン・
カザフスタン・ケニア・ラオス・マラ
ウイ・モルジブ・モーリタニア・メキ
シコ・ミャンマー・ネパール・パキス
タン・パラグアイ・ペルー・フィリピ
ン・ルーマニア・ルワンダ・サモア・
サウジアラビア・スリランカ・シリ
ア・タイ・トルコ・ウルグアイ・ベト
ナム・イエメン・日本（42カ国）
協力団体：もりや児童合唱団（日本の
歌合唱）・守谷町伝統芸能「こぶし」
（とうろう囃子）・野木崎お囃子連（ひ
ょっとこ踊り）・上古聖王道気導術守
谷教室（風針筒）・守谷町文化協会芸
能部会（守谷音頭）・守谷フォークダ
ンスサークル「マイム・マイム」（フォ
ークダンス）・守谷ライオンズクラブ
（餅つき）・守谷ロータリークラブ＆
「美味しんぼ」クラブ（世界の食卓か
ら）・取手青年会議所（JICAパネル・
クイズラリー）・装道（和装・投扇
興）・陶芸ボランティア（陶芸）・スリ
ランカの子供達の就学を援助する会
（スリランカの子どもたちの絵画の展
示）・手話サークル「たんぽぽ」（われ
ら地球人テーマソング「It's a small
world」）

1998.10.4
MIFA設立10周年記念式典及び記念事
業（記念講演会 ダニエル・カール「故
郷の国際化」及び「フェスタ われら
地球人」）
会場：中央公民館
主催：守谷町国際交流協会
共催：JICA筑波国際センター
参加国：アルジェリア・バーレーン・
ブラジル・チリ・コートジボアール・
エジプト・エチオピア・ガーナ・カザ
フスタン・ケニア・ギニア・ヨルダン・
メキシコ・パレスチナ・パラグアイ・

MIFAフェスタの原形は、1996年
10月6日にログハウスで行なわれた
「われら地球人 JICA研修員との集
い」です。「ふれあいネット’96 いば
らき国際交流月間参加事業」として
行なわれ、JICA研修員のパフォーマ
ンスが披露されています。
1997年10月4日には都市交流、ロ
グハウス、ホームステイの3委員会
合同の「われら地球人 MIFAパーテ
ィー」として行なわれ、アーカス構想
アーティストとJICA研修員とを招待
しての交流会でした。アーカスアー
ティストによるプレゼンテーション

1999.9.26

1996.10.6 JICA研修員との集い

1997.10.4 MIFAパーティー

がメーンでしたが、JICA研修員のパ
フォーマンスも披露され、3人の研
修員がホームステイしています。
1998年はMIFA設立10周年記念事
業の一つとして記念講演会とともに
「われら地球人」の名称で中央公民館
を舞台に行なわれ、実質的にこれが
第1回のMIFAフェスタになります。
1999年もNHK水戸放送局の番組の関
係で中央公民館で行なわれましたが、
2000年からは本来の舞台であるログ
ハウスに会場を戻し、秋の恒例事業
として毎年行なわれています。

フィリピン・南アフリカ共和国・シリ
ア・タイ・チュニジア・ウルグアイ・
ザンビア・日本（23カ国）
協力団体：守谷ライオンズクラブ（餅
つき体験）・守谷ロータリークラブ（世
界の食卓から）・守谷町野木崎おはや
し連（ひょっとこ踊り）・細野バレエス
タジオ（輪になって踊ろう）・守谷町
文化協会（茶道部会＝お茶席体験・芸
能部会＝守谷音頭ほか・伝統芸能こぶ
し＝とうろうばやしほか）・ジュニア
アンサンブルもりや（日本の曲ほか）・
その他個人ボランティア

事
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プレMIFAフェスタ MIFA



2002.9.29
第5回MIFAフェスタ2002「われら地
球人」
会場：ログハウス
主催：守谷市国際交流協会
共催：JICA筑波国際センター
特別出演：津軽三味線「山口ひろし」
参加国：イラン・インドネシア・エク
アドル・エジプト・エチオピア・エル
サルバドル・カザフスタン・キューバ・
グアテマラ・コロンビア・ジブチ・ス
リランカ・赤道ギニア・セネガル・タ
イ・タジキスタン・タンザニア・中華
人民共和国・チリ・トーゴ・ドミニ
カ・トルコ・ネパール・パキスタン・
パラグアイ・バングラデシュ・フィリ
ピン・ブラジル・ベトナム・ペルー・
ボリビア・ホンジュラス・マレーシ
ア・南アフリカ共和国・ミャンマー・
メキシコ・モンゴル・ラオス・ルーマ
ニア・ルアンダ・日本（41カ国）
協力団体：アサヒビール茨城工場
（JICA研修員工場見学）・アサヒビール
研究開発本部（漢字ビンゴ景品）・守谷
ロータリークラブ（レッツトライ景品）・
生田流正派中久木雅昿搖社中（琴演
奏）・ウインドアンサンブル守谷（吹
奏楽）・筝　さくらの会（筝の体験）・
野木崎お囃子連（ひょっとこ踊り）・ボ
ーイスカウト守谷第一団（ウェルカム
パレード・レッツトライ・世界の国か
ら「こんにちは」）・錬心塾（剣道の模
範演技・居合いの披露）・守谷市子ど
も会育成会連合会（J ICA研修員接
待）・守谷児童合唱団有志（われら地球
人テーマソング「It's a small world」・
日本の歌）・守谷市文化協会茶道部会
遠州流中沼静秀社中（茶席）・守谷ひょ
うたん連（ウェルカムパレード「阿波
踊り」）・若柳流若柳秀寿社中（ウェル
カムパレード・日本舞踊）

2001.9.24
MIFAフェスタ2001「われら地球人」
会場：ログハウス
主催：守谷町国際交流協会
共催：JICA筑波国際センター
参加国：アゼルバイジャン・アルゼン
チン・インドネシア・ウガンダ・ウズ
ベキスタン・ウルグアイ・エルサルバ
ドル・カザフスタン・キューバ・グア
テマラ・コロンビア・ジンバブエ・タ
イ・中華人民共和国・チリ・トルコ・
ニカラグア・パラグアイ・フィジー・
フィリピン・ブラジル・ペルー・ポー
ランド・ボリビア・マレーシア・ミャ
ンマー・南アフリカ共和国・メキシ
コ・ルーマニア・日本（30カ国）
協力団体：アサヒビール茨城工場
（JICA研修員工場見学）・アサヒビール
研究開発本部（漢字ビンゴ景品提
供）・日清食品株式会社関東工場（レッ
ツトライ・漢字ビンゴ景品提供）・守
谷ロータリークラブ（レッツトライ・
JICA研修員体験コーナー）・守谷町伝
統芸能「こぶし」（和太鼓・レッツト
ライ）・野木崎お囃子連（ひょっとこ踊
り）・守谷町文化協会茶道部会遠州流
中沼静秀社中（茶席）・ボーイスカウト守
谷第一団（ウェルカムパレード・レッツ
トライ・世界の国から「こんにちは」）・
守谷児童合唱団有志（われら地球人テ
ーマソング「It's a small world」・日
本の歌）・守谷高等学校剣道部有志（剣
道模範演技）・守谷ひょうたん連（ウェ
ルカムパレード「阿波踊り」）・グルー
プ「オレンジ」（漢字ビンゴ景品制作・
「姉さま人形」ほか）・琴古流根本舟童
社中（民謡・尺八）・若柳流若柳秀寿社
中（ウェルカムパレード・日本舞踊）・
桜井由美氏（琴演奏）

2000.9.24
MIFAフェスタ2000「われら地球人」
会場：ログハウス
主催：守谷町国際交流協会
共催：JICA筑波国際センター
参加国：カンボジア・タジキスタン・
大韓民国・南アフリカ共和国・シリ
ア・レソト・スリランカ・ウルグア
イ・中華人民共和国・エクアドル・フ
ィリピン・コスタリカ・アルジェリ
ア・チリ・エジプト・ニカラグア・ケ
ニア・パラグアイ・メキシコ・ブラジ
ル・日本（21カ国）
協力団体：アサヒビール茨城工場
（JICA研修員工場見学）・アサヒビール
研究開発本部（われら地球人クイズ）・
報知新聞社編集局（われら地球人クイ
ズ・世界地図・国旗掲載用スポーツ
紙）・守谷町伝統芸能「こぶし」（呼び
出し太鼓・体験コーナー）・野木崎お
囃子連（ひょっとこ踊り）・武者小路千
家青木ちえこ社中（茶道体験コーナ
ー）・グループ「オレンジ」（漢字ビン
ゴ景品制作・「姉さま人形」ほか）・も
りや児童合唱団有志（われら地球人テ
ーマソング「It's a small world」）・
椎名志津男氏（オリンピックメダリス
ト）ほか（空手道模範演技）・酒井氏
（琴演奏）

2002.9.292000.9.24

2001.9.24 遠州流中沼静秀社中 事
業
編
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フェスタ「われら地球人」



2005.10.2
第8回MIFAフェスタ2005「われら地
球人」
会場：ログハウス
主催：守谷市国際交流協会
共催：JICA筑波国際センター
特別出演：西川流宗家西川覚
参加国：アフガニスタン・イラク・ウ
ズベキスタン・エチオピア・エルサル
バドル・ガーナ・カンボジア・キュー
バ・ケニア・コスタリカ・コートジボ
アール・シリア・ジンバブエ・スリラ
ンカ・タンザニア・中華人民共和国・
チュニジア・ドミニカ・ナイジェリア・
ナミビア・ニジェール・ネパール・パ
プアニューギニア・フィリピン・東ティ
モール・ブルキナファソ・ベトナム・
ベネズエラ・ペルー・ボリビア・マダ
ガスカル・マラウイ・マリ・マレーシ
ア・ミャンマー・メキシコ・モザンビ
ーク・ラオス・日本（39カ国）
協力団体：アサヒビール茨城工場・ア
サヒビール研究開発センター・日清食
品株式会社・守谷ロータリークラブ・
株式会社セレスポ・パン工房クーロン
ヌ・けやき台中学校・筝 さくらの会・
高橋香石書道社・取手市国際交流協会・
野木崎お囃子連・ボーイスカウト取手
第三団・ボーイスカウト守谷第一団・
守谷市文化協会茶道部会表千家藤中社
中・守谷ひょうたん連・若柳流若柳秀
寿社中

2004.9.26
第7回MIFAフェスタ2004「われら地
球人」
会場：ログハウス
主催：守谷市国際交流協会
共催：JICA筑波国際センター
参加国：アルジェリア・アルゼンチン・
インド・ウルグアイ・キューバ・ケニ
ア・コロンビア・シリア・ジンバブ
エ・タイ・タンザニア・中華人民共和
国・チュニジア・ドミニカ共和国・ト
ルコ・ネパール・ニカラグア・パキス
タン・バングラデシュ・フィリピン・ベ
ネズエラ・ペルー・ボリビア・ホンジ
ュラス・マラウイ・マリ・マレーシ
ア・南アフリカ共和国・メキシコ・モ
ルドバ・ルーマニア・日本（32カ国）
協力団体：アサヒビール茨城工場・ア
サヒビール研究開発本部・日清食品株
式会社・守谷ロータリークラブ・株式
会社セレスポ・パン工房クーロンヌ・
会田商店・けやき台中学校・筝　さく
らの会・ボーイスカウト取手第三団・
ボーイスカウト守谷第一団・守谷ひょ
うたん連・守谷市文化協会茶道部会裏
千家流鐘ケ江社中・若柳流若柳秀寿社
中・野木崎お囃子連・錬心塾・早稲田
大学国際学生友好会・平成16年度青
少年海外派遣団員

2004.9.26 2005.10.2 野木崎お囃子連

2002.9.29

2002.9.29
津軽三味線・山口ひろし／剣道・錬心塾

2003.9.28
設立15周年記念 第6回MIFAフェスタ
2003「われら地球人」
会場：ログハウス
主催：守谷市国際交流協会
共催：JICA筑波国際センター
特別出演：ラオス留学生・ボンスック
（ラナート演奏）・チャンマニー（ラオ
ス民族舞踊）
参加国：アフガニスタン・インドネシ
ア・ケニア・ガンビア・コートジボア
ール・コロンビア・ジブチ・シリア・
スリランカ・ギニア・ギニアビサウ・ソ
ロモン諸島・タジキスタン・タンザニ
ア・中華人民共和国・トーゴ・ドミニ
カ・トルコ・ネパール・パキスタン・
パプアニューギニア・パナマ・バング
ラデシュ・東ティモール・フィリピ
ン・ベトナム・ボリビア・マリ・マレ
ーシア・南アフリカ共和国・ラオス・
日本（32カ国）
協力団体：アサヒビール茨城工場
（JICA研修員工場見学）・アサヒビール
研究開発本部（漢字ビンゴ）・日清食品
株式会社（漢字ビンゴ）・守谷ロータリ
ークラブ（レッツトライ）・筝　さくら
の会（筝の体験）・相馬富江（池坊いけ
ばな）・野木崎お囃子連（ひょっとこ踊
り）・ボーイスカウト守谷第一団（ウェ
ルカムパレード・レッツトライ・世界
の国から「こんにちは」）・守谷児童合
唱団有志（われら地球人テーマソング
「It's a small world」・日本の歌）・守
谷市文化協会茶道部会表千家不白流内
田宋瑤社中（茶席）・守谷ひょうたん連
（ウェルカムパレード「阿波踊り」）・錬
心塾（レッツトライ・剣道の模範演
技）・若柳流若柳秀寿社中（ウェルカム
パレード・日本舞踊）

2003.9.28 若柳流若柳秀寿社中
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2006.9.24
第9回MIFAフェスタ2006「われら地
球人」
会場：ログハウス
主催：守谷市国際交流協会
共催：JICA筑波国際センター
参加国：アフガニスタン・アルゼンチ
ン・インドネシア・ウガンダ・ウルグ
アイ・エチオピア・ガーナ・ガンビア・
カンボジア・キューバ・グアテマラ・
クック諸島・ケニア・シリア・ジンバ
ブエ・スリランカ・タイ・チュニジア・
ナイジェリア・ネパール・ハイチ・パ
キスタン・パラグアイ・バングラデシ
ュ・ブータン・ブラジル・ベナン・マ
ケドニア・マダガスカル・ミャンマ
ー・メキシコ・モンゴル・ルーマニ
ア・中華人民共和国・日本（35カ国）
協力団体：アサヒビール株式会社茨城
工場・アサヒビール株式会社研究開発
センター・日清食品株式会社・けやき
台中学校・筝　さくらの会・書道歩会
渡邊竹麗社中・伝統文化こども教室
“日本舞踊”・野木崎お囃子連・ボーイ
スカウト守谷第一団・もりや筝アンサ
ンブル・守谷市文化協会茶道部会煎茶
道松風流森社中・若柳流若柳秀寿社中

2007.9.30
第10回MIFAフェスタ2007「われら地
球人
会場：ログハウス
主催：守谷市国際交流協会
共催：JICA筑波国際センター
参加国：アルゼンチン・ウガンダ・エ
チオピア・キューバ・ケニア・シリア・
ジンバブエ・タイ・チリ・ニカラグ
ア・フィリピン・ブータン・ペルー・
ホンジュラス・ボリビア・マダガスカ
ル・マラウイ・マレーシア・モーリシ
ャス・モザンビーク・ラオス・中華人
民共和国・日本（23カ国）
協力団体：アサヒビール茨城工場・アサ
ヒビール研究開発センター・日清食品
株式会社・守谷ロータリークラブ・筝
さくらの会・書道歩会渡邊竹麗社中・
伝統文化こども教室“日本舞踊”・野木
崎お囃子連・ボーイスカウト守谷第一
団・守谷市文化協会茶道部会大和遠州
流清月会・若柳流若柳秀寿社中

2008.9.28
MIFA設立20周年記念式典及び記念事業
（ラオス・ルアンプラバン・Ｃ.Ｃ.Ｃに
よる人形劇・踊り及び第11回MIFAフェ
スタ2008「われら地球人」）
会場：中央公民館
主催：守谷市国際交流協会
後援：JICA筑波国際センター
参加国：アゼルバイジャン・バングラ
デシュ・ベナン・ブルキナファソ・コン
ゴ・コートジボアール・インドネシ
ア・イラン・レソト・マラウイ・モー
リタニア・ミャンマー・ナイジェリ
ア・パキスタン・パプアニューギニ
ア・ルワンダ・スリランカ・シリア・
東ティモール・トーゴ・ウガンダ・ウ
ズベキスタン・ベトナム・ジンバブ
エ・ケニア・ラオス・日本（27カ国）
協力団体：野木崎お囃子連・若柳流若
柳秀寿社中・ボーイスカウト守谷第一
団・守谷市商工会青年部・筝　さくら
の会・きものグループ　草道・ボラン
ティアスタッフ・青年の船ボランティ
アグループ

2006.9.24

2007.9.30 大和遠州流清月会

2003.9.28 ラオス留学生

2001.9.24 守谷ひょうたん連

2007.9.30
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1992.12.19 クリスマスパーティー

1995.12.9 クリスマスパーティー

2000.12.9 イヤーエンドパーティー

1990.12.15 クリスマスパーティー

1991.12.15 クリスマスパーティー

1994.12.17 クリスマスパーティー

1996.12.14 クリスマスパーティー

1998.12.19 クリスマスパーティー

1993.12.18 クリスマスパーティー

1997.12.13 クリスマスパーティー

ククリリススママスス＆＆
イイヤヤーーエエンンドド

パパーーテティィーー

1999年度　クリスマスパーティー未開催
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1997.12.13 クリスマス飾り付け

2001.12.8 イヤーエンドパーティー

2004.12.4 イヤーエンドパーティー

2007.12.15 イヤーエンドパーティー

2002.12.14 イヤーエンドパーティー

2005.12.3 イヤーエンドパーティー

2008.12.13 イヤーエンドパーティー

2003.12.13 イヤーエンドパーティー

2006.12.16 イヤーエンドパーティー
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1990年度
11.24 第1回学生委員会 正副委員

長の選出〔中央公民館〕
3.16 卒業を祝う会〔ログハウス〕
1991年度
9.21 海外派遣第2期生歓迎会
3.21 卒業を祝う会〔ログハウス〕
1992年度

12.23 学生委員会クリスマスパー
ティー〔ログハウス〕

3.20 卒業を祝う会〔ログハウス〕
1993年度
7.10～11 学生委員会　宿泊研修

〔白寿荘〕
8.22 北守谷地区夏祭り〔立沢公園〕
9.18 海外派遣第4期生歓迎会〔ロ

グハウス〕
10.24 町民体育祭でフランクフル

トフェア〔けやき台中学校〕
12.23 学生委員会クリスマスパー

ティー〔ログハウス〕
3.27～28 卒業を祝う会〔ログハ

ウス〕、合宿研修〔白寿荘〕
1994年度
10.23 町民体育祭でフランクフル

トフェア〔けやき台中学校〕

1995年度
8.17 第6期生招待バーベキュー

パーティー〔ログハウス〕
10.22 町民体育祭でフランクフル

10.31 学生委員会新入会員ウェル
カムパーティー〔もりや学
びの里〕

12.12 学生委員会クリスマスパー
ティー〔ログハウス〕

3.25～26 卒業を祝う会〔もりや
学びの里〕

2000年度

6.11 もりやアヤメ祭り〔四季の
里公園〕

8.11 第11回海外派遣生歓迎会〔も
りや学びの里〕

10.22 マインブルク市民と町民体
育祭に参加〔けやき台中学
校〕

2001年度
6.10 もりやアヤメ祭り〔四季の

里公園〕
8.27 新入会員歓迎ボウリング大

トフェア〔けやき台中学校〕
12.23 学生委員会クリスマスパー

ティー〔ログハウス〕
3.30～31 卒業を祝う会・宿泊研

修〔白寿荘〕
1996年度
6.16 もりやアヤメ祭り〔四季の里

公園〕
8.28 新会員ウェルカムパーティ

ー〔ログハウス〕
10.27 町民体育祭参加〔けやき台

中学校〕
12.21 学生委員会クリスマスパー

ティー〔ログハウス〕
3.15～16 合宿〔もりや学びの里〕
1997年度
8.17 新入会員ウェルカムパーテ

ィー〔ログハウス〕
10.26 町民体育祭参加〔けやき台

中学校〕
12.20 学生委員会クリスマスパー

ティー〔ログハウス〕
3.28～29 合宿〔もりや学びの里〕
1998年度

3.27～28 合宿〔もりや学びの里〕
1999年度
6.13 もりやアヤメ祭り〔四季の

里公園〕

48

青年交流委員会 旧学生委員会

12.23 学生委員会クリスマスパー
ティー〔ログハウス〕

8.23 常総まつり〔けやき台公園〕

9.20 新入会員ウェルカムパーテ
ィー〔ログハウス〕

12.26 学生委員会クリスマスパーテ
ィー（阿見町学生委員会と合
同）〔ログハウス〕

5.27 スポーツ大会〔もりや学びの
里〕

8.19～20 北守谷地区夏祭り〔立沢
公園〕

3.24～25 卒業を祝う会〔もりや
学びの里〕
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会〔フジ取手ボウル〕
11.11 ラオスの子どもたちとボウ

リング交流〔フジ取手ボウ
ル〕

3.24～31 ラオススタディーツアー
に学生委員等5人参加

2002年度
6. 9 もりやアヤメ祭り〔四季の里

公園〕

9. 8 マインブルク市高校生とボ
ウリング大会〔フジ取手ボ
ウル〕

2003年度

8.17 海外派遣事業参加者帰国報
告会〔ログハウス〕

8.23～24 北守谷地区夏祭り〔立
沢公園〕

3.28～4.4 J ICA筑波・茨城県国
際交流協会企画カンボジアス
タディーツアーに参加

2004年度
6.13 もりやアヤメ祭り〔四季の

里公園〕

8.21～22 北守谷地区夏祭り〔立
沢公園〕

3.13 近隣高校留学生との交流会
〔フジ取手ボウル〕

2005年度

2006年度

12. 9 新入会員との交流会〔ログ
ハウス〕

2007年度
6.24 グリーリー市高校生とボウ

リング交流会〔フジ取手ボ
ウル〕

8.18～19 北守谷地区夏祭り〔立
沢公園〕

11.17 新入会員との交流会〔ログ
ハウス〕

3. 8～9 卒業を祝う会〔白寿荘〕
2008年度
8.19 マインブルク市高校生とスポ

ーツ交流会〔もりや学びの里〕

11.26 新入会員歓迎会〔ログハウス〕
1. 6 新入会員交流会〔フジ取手ボ

ウル〕
3.25～26 合宿〔白寿荘〕

8.24～25 北守谷地区夏祭り〔立沢
公園〕

6. 8 もりやアヤメ祭り〔四季の里
公園〕

8.21 海外派遣事業参加者帰国報告
会〔ログハウス〕

6.12 もりやアヤメ祭り〔四季の里
公園〕

6.18 グリーリー市高校生との懇
親会（ボウリング・食事会）
〔フジ取手ボウルほか〕

8.20～21 海外派遣事業参加者帰国
報告会（宿泊合宿）〔もりや
学びの里〕

8.19～20 北守谷地区夏祭り〔立
沢公園〕

8.23～24 北守谷地区夏祭り〔立
沢公園〕
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総会を彩った人たち

1992. 5.24 講演会「遠い国・近い国
～イランってどんな国？」 講師外務
省中近東第2課イラン担当事務官・飯
塚裕一氏

1993. 5.23 ジオムジカ・アンティ
カ・リコーダー・カルテットコンサート

1994. 5.21 山田圭子バイオリンコン
サート

1995. 5.27 講演会　講師茨城県国際
交流課長・坂根工博氏、永島志基ギタ
ーコンサート

1996. 5.26 講演会　講師国際協力事
業団筑波国際センター所長・森本勝氏

1997. 5.24 講演会　講師浦安市国際
交流課長・辻村聖子氏

1998. 5.24 講演会「国際理解教育で
守谷町国際交流協会に期待する」 講師
社団法人協力隊を育てる会常務理事・
小久保茂昭氏

1999. 5.23 講演会　異文化を探ろう
「ドイツにおける環境意識」 講師守
谷町国際交流員・エルファディンク・
ズザンネ氏

2000. 5.28 講演会「キリバスの生活
と日本国政府の援助」 講師笠原岳夫
氏（左）、講演会「シドニーでの生活」
講師木村千鶴氏（右）

2001. 5.20 講演会「異文化を知ろう－
異文化の隣人たち～在日ブラジル人の
教育問題」 講師一橋大学大学院社会
学研究科博士課程在学・Ana El iza
Yamaguchi氏

2002. 5.19 ラオススタディツアー報
告「ラオス紀行～私たちから見たラオ
スの現状」 報告者浅川恭子氏（右）・
大越京子氏（左）

2004. 5.16 青年海外協力隊OV報告
「協力隊員から見たベトナム」 報告
者国際協力機構筑波国際センター・高
橋歩氏（左）、カンボジアスタディツア
ー報告「カンボジアの一週間」 報告
者青年交流委員・鈴木良介氏（右）

2005. 5.22 講演会「守谷に住んで経
験した異文化コミュニケーション」
講師守谷市国際交流員・シュターク・
サラ氏

2006. 5.28 講演会「国際協力とＮＧ
Ｏについて」 講師元JICA筑波国際
センター所長・森本勝氏

2007. 5.27 講演会「守谷の国際化を
目指して」 講師元青年海外協力隊
員・西尾直美氏

2008. 5.25 講演会「MIFA設立20周
年とラオスとの交流」 講師小川一成
会長

2003. 5.18 青年海外協力隊帰国報告
「協力隊に参加して」 報告者雨谷恵氏
（左、ブルガリア・システムエンジニア）、
笠原純氏（右、エチオピア・園芸）
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課・牛久市姉妹都市委員会・牛久市姉
妹都市委員会事務局・牛久市広報広聴
課・高萩市国際交流協会・浦安市国際
交流協会・守谷町国際交流協会・守谷
町企画調整課　基調講演講師国際交流
基金人物交流部長・水島和夫氏〔ログ
ハウス〕
1995. 9.25
波崎町国際交流協会来町〔役場会議室〕
1996. 3.10 第5回国際交流フォーラム

参加つくば市国際交流委員会・牛久市
姉妹都市委員会・藤代町国際交流協会
・藤代町企画課・伊奈町中央公民館・
波崎町企画課・守谷町国際交流協会・
守谷町企画調整課　基調講演「研修生
にとって国際交流とは何か」 講師筑
波インターナショナルセンター所長・
森本勝氏〔ログハウス〕
1996. 3.17
北茨城国際交流会来町〔役場会議室〕
1996. 5.27
阿見町国際交流協会来町〔役場会議室〕
1997. 2.23 第6回国際交流フォーラム

参加つくば市国際交流委員会・牛久市
姉妹都市委員会・阿見町国際交流協
会・阿見町企画課・藤代町国際交流協
会・守谷町国際交流協会・守谷町企画
調整課　基調講演「在住外国人との交
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1991.11.16 第1回国際交流フォーラム

参加取手市国際交流推進会議・藤代町
国際交流協会・TIST（筑波国際学友
会）・虹の会・つくば姉妹都市振興財
団・守谷町国際交流協会　基調講演講
師浦安市国際交流課長・辻村聖子氏
〔ログハウス〕
1993. 3. 6 第2回国際交流フォーラム
参加牛久市姉妹都市委員会・高萩市国
際交流協会・取手市国際交流推進会議
・守谷町国際交流協会　基調講演「民
間の国際交流団体の活性化」 講師茨
城県国際交流協会専務理事・田村脩一
氏〔ログハウス〕
1994. 3. 5 第3回国際交流フォーラム

参加浦安市国際交流協会・浦安市国際
交流課・牛久市姉妹都市委員会・牛久
市広報広聴課・牛久市姉妹都市委員会
事務局・取手市国際交流推進会議・取
手市企画調整課文化行政室・藤代町国
際交流協会・藤代町企画課・守谷町国
際交流協会・守谷町企画調整課　基調
講演「姉妹都市交流について」 講師
国際協力事業団筑波インターナショナ
ルセンター所長・飯村圭司氏〔ログハ
ウス〕
1995. 2.19 第4回国際交流フォーラム
参加藤代町国際交流協会・藤代町企画

流」 講師茨城県国際交流課長・和田
信貴氏〔ログハウス〕
1999. 8. 7
岩井市姉妹都市委員会2人が運営委員
会定例会を参観〔ログハウス〕
2000. 2.22
栃木県野木町国際交流協会来町〔ログ
ハウス〕
2000.10.31
船橋市国際交流協会来町〔ログハウス〕
2001. 3.10

東海村国際交流協会来町〔ログハウス〕
2001. 7.18

石橋町国際交流協会来町〔ログハウス〕
2001.10. 6

浦安市国際交流協会来町・意見交換
〔ログハウス〕
2002.03.16
野田市国際交流協会来市〔ログハウス〕
2003.11. 8
土浦市国際交流協会来市〔ログハウス〕
2003.12. 5
つくば市国際課・つくば市国際交流委
員会来市〔ログハウス〕
2004. 5.18
竜ケ崎市姉妹都市交流委員会との交流
会〔ログハウス〕
2005. 7.25
総和町国際交流友の会来市〔ログハウ
ス〕
2007.02.27
下野市（旧石橋町を含む）国際交流協
会来市〔ログハウス〕
2008.09.10
日立市国際交流ボランティアネットワ
ークさくら来市〔ログハウス〕

国際交流フォーラム＆視察

1993.3.6　第2回国際交流フォーラム 1993.3.6　第2回国際交流フォーラム 
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1990年度

1991年度

11. 3 町民体育祭でフランクフル
トフェア〔黒内小学校〕

1992年度

8.23 学生委員会　常総まつりバ
ザー出店〔けやき台公園〕

1993年度

8.22 学生委員会　北守谷地区夏
祭りバザー出店〔立沢公園〕

1994年度

3.11 生涯学習フェスティバル参
加〔中央公民館〕

1995年度

10.22 町民体育祭でフランクフル
トフェア〔けやき台中学校〕

12. 3 生涯学習フェスティバル参
加〔中央公民館〕

1996年度

6.16 学生委員会　もりやアヤメ
祭りに出店〔四季の里公園〕

10.27 町民体育祭参加〔けやき台
中学校〕

12. 1 生涯学習推進フェスティバ
ル出展〔中央公民館〕

1997年度

10.26 町民体育祭参加〔けやき台
中学校〕

1998年度

1999年度

10.24 町民体育祭参加〔けやき台
中学校〕

2000年度

6.11 学生委員会　もりやアヤメ
祭りバザー出店〔四季の里
公園〕

10.22 学生委員会　マインブルク

市民と町民体育祭に参加
〔けやき台中学校〕

2001年度

10. 7 大好きいばらき県民まつり
2001「国際交流ひろば」
出展

10.28 町民体育祭参加〔大井沢小
学校〕

2002年度

8.24～25 学生委員会　北守谷地
区夏祭り出店〔立沢公園〕

出展・出店

10.14 町民体育祭でフランクルト
フェア〔黒内小学校〕

10.24 町民体育祭でフランクフル
トフェア〔けやき台中学校〕

10.23 町民体育祭参加、フランクフ
ルトフェア〔けやき台中学校〕

12. 7 生涯学習推進フェスティバル
参加〔中央公民館〕

6.13 学生委員会 もりやアヤメ祭
りバザー出店〔四季の里公園〕

12. 3 生涯学習フェスティバル出
展〔中央公民館〕

6.10 学生委員会　もりやアヤメ
祭り〔四季の里公園〕

4 . 2 0 市制施行記念イベント
「DREAM SIGHT MORIYA」
「小さな地球店」〔常総運動
公園〕

6. 9 学生委員会　もりやアヤメ
祭り出店〔四季の里公園〕



2008年度

8.23～24 北守谷地区夏祭り出店
〔立沢公園〕

8.30 きらめき守谷 夢彩都フェス
タ2008出展〔守谷駅前広場〕

11.29 「ようこそ守谷へ2008」出
展〔常総運動公園体育館〕
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2003年度

6. 8 もりやアヤメ祭り出店〔四
季の里公園〕

8.23～24 北守谷地区夏祭り出店
〔立沢公園〕

10.18～19 大好きいばらき県民ま
つり2003「国際交流ひろ
ば」出展〔茨城県庁構内〕

2004年度

8.21～22 青年交流委員会　北守
谷地区夏祭り出店〔立沢公
園〕

10.23～24 大好きいばらき県民ま
つり2004「国際交流ひろ
ば」出展〔茨城県庁構内〕

2005年度

6.12 青年交流委員会　もりやアヤ
メ祭り出店〔四季の里公園〕

2006年度

8.19～20 北守谷地区夏祭りに
「ヨーヨーつり」出店〔立沢
公園〕

8.26～27 きらめき守谷　夢彩都
フェスタ2006出展〔守谷駅
前広場〕

2007年度

8.18～19 北守谷地区夏祭り出店
〔立沢公園〕

6.13 青年交流委員会 もりやアヤ
メ祭り出店〔四季の里公園〕

4.23 JICA筑波国際センター一般
公開　国際交流・協力団体ブ
ース出展〔筑波国際センター〕

8.27～28 TX開業記念イベント
「きらめき守谷 夢彩都フェ
スタ2005」出展〔守谷駅前
広場〕

11.12～13 大好きいばらき県民ま
つり2005「国際交流ひろば」
出展〔TXみらい平駅前広場〕

4.22 JICA筑波国際センター一般
公開　国際交流・協力団体
ブース出展〔筑波国際セン
ター〕

5.20 FIFAワールドカップ2006記
念国際交流ミニサッカー大
会に協力〔常総運動公園〕

10. 8 大好きいばらき県民まつり
2006「国際交流ひろば」出
展〔笠松運動公園〕

4.21 JICA筑波国際センター一般
公開 国際交流・協力団体ブ
ース出展〔筑波国際センター〕

8.25～26 きらめき守谷 夢彩都フ
ェスタ2007出展〔守谷駅前
広場〕

10.28 「ようこそ守谷へ2007」出展
〔常総運動公園体育館〕

4.19 JICA筑波国際センター一般
公開　国際交流・協力団体ブ
ース出展〔筑波国際センター〕
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ラオスデーin守
谷が行なわれたの
は2001年11月11
日。ログハウスを
会場に開催されま
した。これは茨城
県青年海外協力隊
を育てる会との共
催で、来日したラ
オス・ルアンプラ

バンの子どもたち10人（ほかに引率者2人）のホームス
テイを守谷が引き受け、一日をラオスデーとして、来日
した子どもたちによる民族舞踊や人形劇を通して交流を
行ったものです。
子どもたちが行った舞踊の衣装や人形劇の人形はすべ

て子どもたちの手作りです。子ども文化センターの子ど
もたちは、テレビもラジオもない村々を夏休みなどに訪
れ、泊まりがけで舞踊や人形劇を演じて娯楽を提供して
います。世界最貧
国の一つとされる
ラオスですが、そ
の心の豊かさは目
を見張るものがあ
ります。経済成長
の中で失ったり忘
れてしまったもの
を思い出させてく
れた一日でした。

2002年、国際協力
事業団「草の根技術協
力事業・地域提案型研
修」が地域のノウハウ
を生かすことを目的に
事業化されました。
MIFAはこれにエント
リーし、ラオスの人材
育成支援を目的に、2003年度から3年間にわたり毎年2
人の教育関係者を守谷市に招請しました。
2003年度に来日したブンコン・クッタオさんは、「青年

海外協力隊を育てる会」が2000年に現地を訪問した時以
来、このプロジェクトの現地の推進者で、2001年、C.C.C
から日本に招請した12人のミッションの団長として守谷
市を訪れています。その後、ルアンプラバン郡（県）情報
文化局の次長になっています。もう一人のボウファン・
チャンケオさんは、英語の教師で、ラオス政府教育省の
ルアンプラバン郡教員養成カレッジ（高校卒業後3年間
で教師を養成する）の英語指導部の責任者でした。
2004年度はサンティパブ高校校長のヴァンナ・ポム

シーさんとアート教師のセンケオ・パセルコンさん、最
終の2005年度はC.C.C副所長のチャンペーン・シンペス
さんとサンティパブ高校数学教諭のソンホン・シハノー
さんが来日しました。

これらの研修はすぐに成果が現れるものではなく、長
い時間をかけて検証するしかありませんが、最後の研修
員になったチャンペーンさんが修了証書を受け取ったと
き、感極まって「わたしは守谷市民になったような気が
します」と涙を押さえながら挨拶していたことが一つの
成果であるかもしれません。
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この事業は、地方公共団体及びその所管の地域が自ら
持つノウハウ・経験を生かし、開発途上国の人々や地域
の発展に役立つような協力活動を実施したいとする提案
に対し、JICAが支援するという事業です。開発途上国
からの人材の受け入れや現地における技術指導を通じ、
地域が主体となる国際協力への取り組みを実現するとと
もに、広範な市民参加を促進することを目的にしていま
す。

ラオス・ルアンプラバン郡にある地方政府の情
報文化局（Information & Culture Dept.）傘下に
ある組織です。
このセンターには地域の学校（小・中・高等学

校クラス）の生徒たちが放課後に任意で集まり、
しっかりした指導者の下で各種の課外活動を行っ
ています。その活動は、図書室で本を読む、手芸
をする、機織をする、楽器演奏、民族の伝統的な
歌と踊りや芝居などの練習、上級生による山間部
など地方への出張活動などです。

「草の根技術協力事業・地域提案型」

子供文化センター
＝C.C.C（Children’s Cultural Center）

ラオスとの交流

2004年度
ヴァンナ・ポムシー氏
（左）とセンケオ・パセ
ルコン氏（右）

2005年度
チャンペーン・シンペ
ス氏（左）とソンホン・
シハノー氏（右）

MIFAとラオスの交流は、9年前、
「茨城県青年海外協力隊を育てる会」
が、ラオスとの交流事業を行うこと
を決めたときから始まり、1999年
の第1回スタディツアー以降、切れ
目なく交流が続いています。

「草の根技術協力事業地域提案型」

ラオスデー in 守谷
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MIFAは、在住外国人や姉妹都市との交流だけでなく、国の開
発援助にも積極的な協力を行なっています。ラオスとの交流の
中から始まった「草の根技術協力」以外にも、2008年度は「青
少年東アジア大交流計画」で中国とラオスの青少年を受け入れ、
「青年研修事業」ではラオスの医療関係者を受け入れました。
これらの事業は、それまでMIFAが培ってきたホームステイな
ど、国際交流のノウハウがあったために引き受けること
ができた事業です。
在住外国人との交流はもとより、姉妹都市の高校生や

市民友好訪問団、政府開発援助のような途上国からの研
修で日本を訪れる外国の方たちにも、その成果が上げら
れるよう協力していきたいと考えています。

2008年4月
17日から21日
まで、中国の
高校生20人と
引率者4人が
守谷市を訪れまし
た（日本滞在は4
月15日～23日）。
安倍前首相が

2007年1月の東ア
ジア首脳会議で表

明した東アジア地域支援政策の一環で、同会参加国等から
5年間、毎年6,000人程度の高校生、大学生を中心とした青
少年をわが国に招聘し、域内での青少年交流を通じた相互
理解の促進を図ることにより、東アジアで良好な対日感情
の形成を促進することを目的とした国家プロジェクトです。
今年から4年間、日中間だけでも約4,000人規模の青少
年交流が実施される予定で、これらの交流により相互理解
が深まり、アジア諸国との強固な基盤が築かれることが期
待されます。

この研修は、わが国が開発途上国を対象に実施する技
術協力の一環として、国際協力機構が未来の国造りを担
う青年層を対象に、専門分野に関して研修することによ
って、人材の育成に寄与することを目的とする事業です。

今回の研修では、ラオスの医療関係者13人を受け入れ、研修期間の
11月17日から12月4日のうち11月19日から28日までを受け持ち、病
院、診療所、保健所、県立医療学校はもとより、市内の小・中学校やア
サヒビール工場、環境センターなどを案内しました。
特に印象深かったのは研修生の希望で訪れたお寺。敬けんな仏教徒が
多いことで知られるラオス人らしく、住職に日本の仏教の教えを聞く姿
は真剣そのもの。宗教が生活の一部になっていることに改めて感動を覚
えました。
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開発援助・技術協力　　

JICA青年研修事業

ラオス「保健医療・公衆衛生」コース

21世紀東アジア青少年大交流計画

ラオス空手研修生訪日団

21世紀東アジア青少年大交流計画

日本・中国高校生大交流会

4月の中国高校生に続きラオスで空手を学ん
でいる青少年13人が、1月25日から2月4日ま
で日本に滞在（守谷市には3泊、うちホームス
テイ1泊）し、空手の稽古に励みました。空手
歴は9年の人もいればまだ5カ月の人もいてさ
まざまですが、東南アジア大会男子で3位の人
が一人おり、守谷高校を訪問した際には練習着
に着替え生徒とともに空手の授業に参加。その
所作を披露してくれました。

守谷慶友病院で内視鏡操作を視察
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20周年記念事業

10周年を土台にさらに積み上げた成果が披露されたの
が20周年記念事業。
多くの会員の努力と市をはじめとする多方面の方々の

協力のおかげで成功裡に終わることができました。

山之内道子　小川一成　山田清美　吉田篤子　櫻井由美
渡邊雄一　長谷川登代　中村敏子　橘由紀子　池田まゆ
み　松原ひろみ　剣安雄　三條和子　石井みどり　小野
泉　浅川恭子　尾崎和恵　吉田勝　西井利男

実行委員

当日ボランティア

今村昌輔　大越京子　市川妙子　横井雅子　倉持恵子
黒崎映子　小野寿恵子　青年交流委員の皆さん

（順不同・登録された人のみ掲載）
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2008年（平成20年）9月28日

守谷市中央公民館
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普段着の
交流を

MIFAの催し物の特長の一つに、終了後に、時間の許す限り講師や
演奏者を交えた交流会を持つことがあげられます。
開始前や終了後に主催者側の主だった人と懇親を持つ例は多いと思
いますが、参加者全員が講師と直に話せる機会を設けることはあまり
聞いたことがありません。
ときにはお国自慢の差し入れを持ってこられる外国の方もいて、日
本人との交流の機会を持つことを楽しまれているようです。

1993.11.3 イスラエル大使

1994.9.4 スリランカ大使

1993.12.4 ルーマニア合唱団

1999.3.21 セネガル大使

2008.2.24 ライ・ハスロー

2006.2.19 「エジプトへようこそ」

1997.3.20 南アフリカ大使

2000.7.2 ベトナム公使参事官2004.3.21　スーダン大使 

1998.2.1　青木大使 

2004.3.21　スーダン大使 
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2002.3.17 中国音楽のしらべ

1996.9.7 クントゥル

2006.1.21 ナターシャ・グジー

2001.3.18 上村泰一・ジャズライブ

2004.3.21 スーダン大使

1998.10.4 ダニエル・カール氏

2003.3.2 イギリス大使館参事官

2002.11.10 講演会「外務省改革」

1998.2.1 青木大使

2004.11.14 ラオス大使館参事官

1999.6.20 ウズベキスタン大使館参事官

2004.3.21　スーダン大使 

1998.2.1　青木大使 1998.2.1　青木大使 
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花束

1994.9.4 スリランカ大使館参事官

1998.2.1 青木大使

1997.3.20 南アフリカ大使

2001.11.11 ラオス大使館参事官

2001.3.18 上村泰一・ジャズライブ

1999.6.20 ウズベキスタン大使館参事官

1999.3.21 セネガル大使

2002.3.17 中国音楽のしらべ

2003.3.2 イギリス大使館参事官

講演や演奏が終わったあと、聴衆を代表して、「いい話を聞か
せてもらった」「素晴らしい演奏をありがとう」という感謝の気
持ちを込めて渡す花束。
一瞬、会場全体が和み、惜しみない拍手がわき起ります。主催

者の苦労が報われる瞬間でもあります。
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2000.10.21 マインブルク10周年

2005.11.3 エチオピア大使

1993.11.3 イスラエル大使講演会

2000.5.28 総会

1998.12.13 クリスマスパーティー

1991.5.26 総会

2002.9.29 MIFAフェスタ

2004.11.14 ラオス大使館参事官

2004.3.21 スーダン大使

1998.10.4 10周年記念事業で（公民
館調整室）

2008.2.24 ライ・ハスロー

1997.10.4 MIFAパーティー

2006.1.21 ナターシャ・グジー

閑話休題


