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Mor ya lnternatlonal Friendship Associat on

ゞ卯回町舞ノ原点は「国際交流は市目交流」
守谷市国際蛹 協会会長 小 |‖ 一 成

守谷市国際交流協会が発足して20年 長いようで

もあり短いようでもあった20年 でした.

発足当時は右も左もわからず 会員が手探りで

まさに手作tlで協会を作ってまいりました。20年

の歩みを振り返ると よくそここまでという想いが

湧いてまいります。これもひとえに会員の皆さまの

献身的な参加とそれを支えてくださった地域の皆さ

まのおかげがあ りたからだと改めて感謝を申し上げ

たいと思います。

M FAは 20周 年を機に新たな一歩を歩みだしま

す。「国際交流は市民交流だJと いう20年 前の原点

を忘れす これからも地域の皆さまとともに歩んで

まいりたいと思います.
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フェスタ2008「 われら地球人」



:摯 MiFA設立20周年記念式典及び記念事業 1像

■ラオス・んアンブラバン。CoCoCによる人形劇と踊り

`第
ffttM:FAフェスク2008「 われら地球人」

(同 時 )

2008年 9月28日

(会  場 )

守谷市中央公民館

感謝状贈呈団体 1独立行政法人国際協力機構筑波国際センター 守谷市文化協会茶

道部会各流派 若柳流右柳秀寿 野木崎お囃子連 茨城県立守谷高等学校 守谷市

立けやさ台中学校 ボーイスカウ ト守谷第一団 1ビーバー隊 カプ隊 ポーイ隊,

守谷□―タリークラフ アサヒビール株式会社茨城工場 守谷市商工会青年部

白聰り8 Ⅲ囀 剤

静倉ボ典喩第
開会の辞

実行委員長挨拶

国際交流協会会長挨拶

来賓挨拶

感謝状1曽皇

祝 辞

閉式の辞

秋恒例のMIFAフ ェスタ。MIFA設 立10周年記念事業

から始まつたフェスタも10年間途切れることなく続け

られ、今回て11回目を迎えました。

屋外てはもちつき体験ややきそば サンドイッチの

販売、屋内では争 折形体験 帯結び展などが行なわ

れ、舞台てのパフォーマンスなど例年どおりの交流が

行なわれました。

参加国 :アゼルバイジヤン バングラディシュ ベナ

ン ブルキナファソ コンゴ コートジボワール イ

ンドネシア イラン レツト マラウイ モーリタニ

ア ミャンマー ナイジェリア フヽキスタン ブヽフア

ニ■―ギニア ルワンダ スリランカ シリア 東テ

ィモール トーJ ウガンダ ウズベキスタン ベト

ナム ジンバフエ ケニア ラオス 日本 12ワカ国
'

協力団体 :野木崎お囃子連 若柳流右柳秀寿社中 ボ
ーイスカウト守谷第一団 守谷市商工会青年部 事

さくらの会 きものグルーフ 草道 ポランティアス

タッフ 青年の船ボランティアクルーフ
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一 医療保健コ

守谷慶友病院て内視鏡操作を視察

青年研修事業は 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。

M FA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 までを受け持ちました。その問 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

アサヒビールエ場 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4t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

で 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。

21世〔P東アジア青
′>年

傷

"大す■計画 ②

4月の中国高校生に

続きラオスで空手を学

んでいる研修生―行

が 1月 25日 から2月

4曰 まで 日本 に滞在

(守谷市には3,白 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 一人東南アジア大会男子で3位の

人がおり=写 真上= 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.

この大交流計画は 今年10月にタイ高校生らを弓き

受けることになります。来年 1月にラオスが来曰すれ

ば この人たちも引き受ける予定です。

武道家仲間 (守谷高校剣道都と)

「ようこそ守谷へ」で活動P畔

11月29日  常総運動公園で行なわれた 「ようこそ

守谷へ2008」 でM FAは  活動紹介のために出展しま

した。興味をもって展示に見入る人も多く その場で

大会した人もいて 貴重なPRの 場となりました。

じ4‐青年余流 植晰合宿″`

3月25日～26曰 白寿荘で青年交流委員会恒例の合

宿が行なわれました。2008年度の反省 2009年 度の

活動内容などが話し合われ 新しいポランティア活動

の案が決まりました。



玲惨愧峨組臓馬インワルののこ

…

熙

ソ

機

，

3月28曰 ログハウスで M FAサ ロン 「マインプ

ルクを知ろう (第2回)Jが行なわれました。

DVDで マインフルク市を紹介 沢崎和子さんのドイ

ツリードの後 ドイツ大使館文化部長ゲーリック ハ

ラルト氏が 「ドイツと日本の

文化 経済 政治関係J

と題して講演を行ない

最後にジャガイモ料理

を食べながらの懇親と

盛り沢山の内容となりま

した。

濃颯̀′槙語ておしゃべり・鼎謙

語学研修委員会の 「英語でおしゃベリJが 10月 11

日から始まりました。英語で話すチヤンスを少しでも

多く持ちたい人 他の人がどんなら、うに英語を話すか

知りたい人 英語を忘れてしまいそうな人を対象にし

た新しい事業です。

バート2は 2月 14日に行なわれ ゲームや歌の時間

もあリ パート3は 4月 11日に行なわれました.

また 2009年 度からは 「中国語でおしゃベリ」や

幼児 児童を対象に 英語で歌 フたリゲームをする

「ABCで 遊ぼうJも 始まりました`,

一年申、ま轟ねオま

2 0 0 8年 度

|ま 国の委託

事業 「21世

紀東アジア青

少年大交流計

画J「 青年研

修事業J さ

ら{こ「MIFA

設立20周 年記念事業」と大きな事業が重なり 1せし

かったけれど達成感も感じられた一年でした。

12月 13日に行なわれたイヤーエン ドバーティーは

そんな年の締めくくりにふさわしく ホームステイに

来られた筑波大学留学生や 「Wdcome to M FAJの

参力0者も力0わり 賑やかな催しとなりました。
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