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lvlor ya lnternat onal Friendship Associat on

1 1月14日 ロタハウスで 「大使講

演会Jが 開催されまし′た.

2001年 11月にM FA主催の |ラオ

ス デー ∩ 守谷 |を開催し′たり

2003年 2004年 と 「J CA草の根技

術li力事業地●提案型bl l_Jでラオ

ス ルアンフラバンから青少年指導

者を受け入れまt た́.

このようにラオスと守谷は非常に

近tッい関係にあることから ラオス

入使スックタボーン ケオラ氏が快

く講師を弓さ受けてくださいました.

その後 氏はアセアンの会議で急遺

帰国されることになり 代わ って参

事官のスーチャイ ビラティウォン

氏が ラオスのFi史から経済・Iで幅

広く講演してくださいました。

講演会後の交流会ではいるいろrd

質問が飛び交い 最後はラオスの歌に合わせて皆で

踊り 参事官からも 「今までにこんなに心地よい謂

演会はなかったJと 喜はれたこと|ま ラオスの民族

衣装を着て歓迎の意を少しても表したいと頑張 った

委昌たちには何よllのねさらいの言葉でした

ただ 講演会だけで終ゎるのではなく ,流 会を

設けることにより 直接いろいうな質問をtン その

国をより理解し さらに親睦を深めていくことが

「世求を知るシリーズ 大使講演会Jの 特徴だと思

います。

今回の講演会+′ 参加された方々にと 」て ラオ

スがさらに身近な国にな ったことでし′ょう.

語演するうオス大使参事官のスーチヤイ ビラティウォン氏

交流会てラオス舞踊を踊る参lI者の皆さん



ル“マニアL
宮川代表は、独立行政法人国際協力機構」ICA筑波に在任中、

共催したMIFAフ ェスタの」lCA側責任者としてきまざまな便宣を

図つていただくなど、MIFAに とつて欠かせない人材でしたが、

1月から、ルーマニア プカレストに活躍の場を移されています。

その宮川代表から 「ルーマニア便り」が届きました。

澄み切 ,た高い空に迎えられてルーマニアの+活

が,おまりまtンた,1'Jのブカレストはマイナス1ら●

に■,なると罰さ さイ1,し厳しい富さではと党屯|ン
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という感t,を,け ・|●.通 動は ,llの デコホ]に

Pを 取られないよう また 背=か ら忍び寄う野犬

にも気を配リン,D歩かなけオ止(ならないた
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周国

の風景を観4● う余裕|'ありません`や はり 車優

先社会の(1●( +,の 虔いスし1 ドで■りl・ける車

が多い一方 ●路をド
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|ルーマニアrリル1枠関誌への寄ヽ支より|

ごのよう1「 ルーマニアの生活,■ ■|'■| た́

,いもので当itにさこt11● 慶|「●り1つ 1' `ヽ

■にオ,たりⅢ■中で, il着 時ほ曜=で [′t'

徐々にIlさ,i曽t′てきて 景●は
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スト市力に

t,雪7F■るよう1「■りよt′た 偽讐官や里1人二霊,+
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治
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上「較的費い・j■■ 耽■日tに1寺に

国ること,,●さモ|です 生居い■だ決ま ,〔●=
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」CAルーマニア事務所代表 宮川文男
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留学生ホームステイ受け入れを12月4～ら日に実

1色L′ました やけ入れ家庭は 8家庭 r 留苧■は韓国 ラ

オス 中国 フランス エジフ トの5'国 から9人 ,キ ら

オ1■1′た

1確 日は■守谷公民館で対面式後 留学生に着 llの着付

け体験をし′ていたださ ホス トファミリーとと+,に千やか

に|=扉即を楽[′みま| た́ 01生はあてやかな‖ょ袢 り:性は
1'IJ い́ ll・・l袴4 ■季なl●験をとこ1,=んでおらイι■L′

た ,方 からは イヤーエンドハ ティーに+,■カロt′

●(,A研●■ =谷 在住夕1国人 17 LA会■と1,談t′ ●好

を深めヽ[ッた 日暉日は各家li( 県■白■■物館きちイ|な

とそれそれ,自 由にDこ さイ1、十tン1_`

留学生は 普11官■活を[′ていて -1ヽ家庵を訪問●る

議会が少ないので 日本滞在中の良い忠t,11にな 3オtたこ

とと思います.



一年の締めくくり

12月4曰 一年の締めくくりでもある恒例のイヤー

エン ドハーティーが行われました。

当日は 悪天候の予部に懸念していましたが 雨も

パーティーを見守 ,てくれたかのように 終了後にや

さしく降り出し 天も味方してくれたのだと思いまし

た。皆さんの協力のもと おかげさまで 参加者134

人 MFAの 年末を節るのに相応しい盛況となりました。

そこかしこでCいatj∩9を楽しんでいる姿は まさに

∩ter∩alondに相応しいハーテイーでした。人種 言

葉 宗教の異なる20数力国の人たちが一堂に会し 目

と目が合った時の微笑み返しは ベチカの暖のように

心を暖かくさせてくれました。オーフニングの声楽家

2月20日  0

グハウスでM FA

サロンが開催さ

れました。

霧国のお正月

結婚式 教育事

情など 金さん

にお話していた

だきました。

今 注目を集

めている韓国で

すので 参加者

した。

その後 李さんによ

るキムチ作 りの実演.

後半は キムチと韓国

料理チ ャフチ ェの試

食.さ らに韓国が身近

に感じられるサ0ン と

なりました。

韓国文1じを知る

左=韓 口文化を紹介してくれた金さん

右=キ ムチヤ リを教えてくれた0さ ん

の興味も深く 多くの方から次々に質問が挙げられま

参加した人たちは心から楽しんていたようです

の歌 お楽しみ抽選会の景品を手にした時の喜び ブ

ロジェクタースクリーンを使ってのタト国人のお国での

年末 年始の過ごし方の紹介も好評でした。

参加者は申し込み人数をかなリオーバーしてしまい

ましたが 予約なしの当日参加者をどのように応対し

てよいか お帰りいただくわけにもいかずどうすれば

よいかと思案しています.

《調目D)「国際交流ひろばJ

平成16年度 「国際交流ひろはJが 茨城県庁で開催さ

れ M FAは  活動のPRと ラオスの子どもたちへの資

金援助のため

'0月

23L1 24日 の二日間参加しました。

「ひろばJで は 国際色豊かな出し物や売店が0し

めき 楽しい空間をつくっていました。MIFAの コーナ

ーでは ラオスで手に入れた織物を販売していました.

そのときタイミング良く高円宮1己殿下が立ち寄られ

織物を手になさり 「綺麗ですねJと 言われ 購入して

いただきました。

一同大変な喜びで 一日大いに盛り上がりました.



第12回MIFAコンサート ワークショップ「能」

出玄の世界へ ようこそ
ショソフを交えながら 「経政J「糸T葉狩J

「高砂Jを 披露されました.外 国の方

も数人参加され とでも和やかな零

|1囲 気の公演となりまし′た。

公演ご案内の扱いは小さか ,た

のですか 0く に定員の100人 と

な り 日本の伝I充ま能への関心の

高さには驚かされました。

年 一

1 1年日を

"え

る 「M FAコンサー トJ。今回は 観

1可イI 世阿弔l父子によ りて幽玄美の世界にモJtttンたと

いわれる 日本伝続芸能の 「能楽Jを 企画しました,

会場が洋風建築のログハウスだ ったので ミスマツチ

か という心配もありましたがそのようなことはなく

肯F楽師 梅村まさよじ氏 ,ワキ方宝生流|が  ワーク

―卜ですが これ/1

らも時間をかけ 皆

さんに喜ばれる企画

をt て́いきたいと考

えています.

回の コンサ

2∞ 4年度に10周年を迎えた日本語講座委員会では

慶応大学教授 市l保 子氏を講師にお迎えし、「ポラ

ンティア講師養成講座Jを 開講、37人の新しい講師が

誕生しました。

また、「先導的施策支援事業等助成金」を宝くじ協

会からいただき運営のためのパーソナルコンピュータ

を購入、記念冊子 「10年のあゆみJを 作成。さらに長

年講師としてご活躍の鈴木真木子さんの二科展入賞作

品を元にポスターを作製中です。

受講生18カ国58人、ポランティア講師54人の 「第

30回外国人のための日本語講座Jて 日本語を学ばれた

柳さんから、うれしいニュースが届きました。

日本語 1級合格の感激
柳 若非 (Liu Ruofe)

日本に来てから2年半l・iち :七年の12月b日に 自分

の日本語能力を涸|る1級試験を受けました. 試験の準

備について 語彙をあまり勉強していなか 〕たので心

配でしたが その代わりにビアリングと読解の方に自

信をま寺っていました.

1級合
'各

ラインは 400満点で280点ですが 言締 結果

の通知は2月 8日

t[来ました,その

日はちょうど中国

では E暦の大晦曰

でした。多くの友

達が集ま フで日正

月に向け 会社の

寮でハーティーを

行いました.

会社から戻 って 寮に入 Dた瞬問 友達の一人の荊

枚 IJ∩9 Malが  「早く見て 早く見て みム,な合格

したから お祝いパーティーをやりまし 、う IJと 言

いながら 何かをlllの前に出しました.手 に取って見

ると それ|ま 賊 績通知表J(し た 彼女ら友達は合

1各したのです。私のはどう?

「もし落ちれは どうし rうJと 思いながら 心が

すごくド+ド +し て ふるえる手で 告の前で私の成

績通知表を徐々に開きました.そ ,と覗いてみると

点数が日に飛び込んできまし′た.「や った I合格し

た 1 lJと 私は思わす大声を出t て́t ま́いま[ た́.

今 その時のことを思い出すと ドラマチックなシ
ーンが浮かびます.一 言で言うと `実 力+ヒucky■

でした.忘 れることのできない|ま激の体験でした.日

本語講座で教えてくださった先生たちのI・かけです.

ありがとうございました。

一■
一


