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Yoshikawa International Friendship Association (通称:Y I FA)
吉川市国際友好協会は、市民を主体とした幅広い分野における国際交流を推進
し、異文化の相互理解と友好を深めるとともに親善を図り、人類社会の平和と安
定に資することを目的に活動しています。

※国旗の並びは、市内の国・地域別外国人住民数を右上から時計回りで多い順に表しています。
興味のある方は、国名をお調べください。（一番人口の多い右上の国旗はベトナムです）

毎年恒例のBIG イベン卜「インターナショナルフレンドシップパーティー」
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お彼岸の中日にもかかわらず、今回も多くのお客様にご来場いただきました。市内に住む外国籍の
方々と市民の交流を楽しむ年に一度のパーティーです♪外国の方によるスピーチや民族の踊り、料
理など盛りだくさんの内容で、会場は大いに盛り上がりました。
日本語学習者のスピーチでは、慣れない異国での生活の苦労 、
日本人の優しさに触れる度に感じる感謝の気持ちを日本語
で表現しました。また、若い高校生は、一生懸命勉強し、自国
と日本との架け橋になりたいと力強い言葉で彼らの夢を熱<
発表しました。
続けて青少年親善訪問の体験をした東中学校と美南高校に
通う学生3名のスピーチがあり、アメリカでの体験が、自分に
多くの気付きを与えてくれた事、謙遜ばかりしないで、誰か
に認められたら「ありがとう」と言える自分になりたいと真
っすぐな瞳で語る彼らの姿に感動しました。

世界のダンス! かっぽれ同好会の「日
本舞踊」、アロイディの「タイ舞踊」、
フィリピン仲良し会の「フィリピン
の踊り」が披露されました。

ランチの時間は7か
国の料理が全て100 
円で提供され、会場
は大賑わい!

《What is International Friendship Party like?》

The party is for international goodwill between
foreign friends and the Yoshikawa citizens!
Some awesome international cuisines will be
prepared! Japanese speech by foreigners, and
announcements of youth's report about their
goodwill visit to our sister city, Lake Oswego, will
be held. And you can enjoy foreign dances
&music too! Come and join Oasis with your
friends! We are looking forward to seeing you!
We will hold party at Next October 6th at Oasis!

【9月】 インターナショナルフレンドシップパーティー開催(おあしす多目的ホールにて)

満員御礼! 外国の講師から
学ぶ毎年大人気の講座。
今回はインド、イタリア料
理に挑戦し、班ごとにカレ
ーやパスタを作り、美味し
くいただきました。

【10月】 世界の料理教室(中央公民館にて)
日本語を勉強している14名の生徒が吉川市を訪問。盆踊りや
茶道、東中学校では授業や剣道を体験し、交流を深めました。

対面式ではみなさん緊張されていましたが、最終日には
別れを惜しんで涙を流すホストマザーや生徒の姿が見ら
れました。生徒からは「楽しかった」「将来また訪問した
い」など、多くの嬉しい意見を聞くことができました。

【7月】レイクオス工ゴ市の高校生がホームステイ

姉妹都市締結からその後の交流にも多
大なご尽力を頂いた元レイクオス工ゴ
市長ビル・クランマー氏が、昨年10月
5 日に91才の生涯を閉じられました。
生前のご厚情に感謝すると共に心から
ご冥福をお祈り申し上げます。

【ビル元市長ありがとうございました】

今年は千葉県鋸山ヘ。スリル満点のスポット「地獄のぞ
き」を体験し、お昼は絶品の海鮮料理で海の幸を堪能しま
した。外国籍の方々と交流の輪を広げる、このようなイ
ベントは今後も続けていきたい大切な行事です。

【6月】人気のイベント!恒例のバスハイク

今回は17名の生徒が参加しています。(高校生1名、中学生9名、小学6年生
7名)訪問前には数回の説明会・研修会を開催し、出発に備えました。
彼らの成長した姿、現地での体験等、報告が楽しみです。
忘れられない思い出が胸に刻まれる8日間。貴重な体験ですね。

【青少年親善訪問団2019】3月29日から4月5日まで渡米中です。

5か国が参加し、屋台形式で「外国料理紹介と販売」を行い
ました。市民同士の交流の場として貴重なお祭りです。

【10月】 第9回おあしす祭り(おあしすにて)

華やかな民族衣装を用意して美味しいお茶とお菓子とと
もに、多数のお客様に楽しんでいただきました。

【11月】 第23回吉川市民まつり(永田公園にて)

パキスタン出身【スヘル ジャミラさん】
ベトナム出身【ヴォ バン チンさん】
ベトナム出身吉川美南高校1年【トラン フェン グ工ンさん】
中国出身吉川美南高校2年【チン ウェイ フェイさん】

【予告】今年のパーティーは10月6日(日)開催決定
[参加費無料]あそびにきてね!

毎年春休みを利用して、吉川在住の青少年が姉妹都市の米国オレゴン州・レイクオスエゴ市を訪問しています。
過去最多の20名の生徒が参加しました。現地ではホームステイ(6泊)をしながら市内中学校での授業体験、交流を通し
ての異文化体験、市役所や消防署、警察署、オレゴン歴史協会博物館などの訪問・見学を行いました。

【3月】姉妹都市オレゴン州レイクオス工ゴ市ヘ行ってきました ～青少年親善訪問団2018～

  4月27日(土)15時30分から おあしすで報告会を開催します。



櫻の花便りが聞こえてくる季節になりました。

皆様には健やかにお過ごしのことと拝察いたします。

平素は吉川市国際友好協会活動に、深いご理解と温か

いご支援・ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。

さて、私こと平成30年度当協会総会において会長を退

任いたしました。

7 年間に亘り務めさせて頂けましたのも、皆様の格別の

お力添えの賜と深謝しております。

後任の6代目会長には、立澤秀子が就任いたしましたの

で、私同様相変わりませぬお引き立てを賜りますよう伏

してお願い申し上げます。

吉川市の在住外国人は平成31年2月1日現在1, 550名を

超え、今後も入管法の改正による研修生の受入等も含め

て増加していくものと思われ、多文化共生の推進が大き

な課題となってきております。

引き続き、顧問として縁の下で活動を支えてまいる所存

ですので、変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます。

市民交流センターおあしす2F (生活工房)で行っています。予約不要(無料です)
We will give you a hand ! Need to learn JAPANESE?
We have lessons every Tuesday for FREE !
There are many experienced STAFF & Volunteers.
No need to call us, just come & see the lesson once !
◆ Oasis 2F, [SEIKATSU KOUBOU]◆
Every Tuesday  AM class : 10 : 00-12:00  PM class : 19 : 00-21: 00

昨年総会にて、前鈴木会長からバトンを受け、

6代目会長に就任いたしました。

当協会は発足から二十数年が過ぎ、オレゴンとの交流

から始まった協会の事業も、近年は在住外国籍の方々

との共存共生に向けての活動が重要になってきていま

す。

市内在住外国人は1, 550人を超え、日本語教室、学校で

の日本語学習支援が増えてきています。

また、市民まつりや様々なイベントで外国の料理や文

化を紹介することも、市民の皆さまと外国の方々とが

直に交流できる良い機会となっていると思います。

これからも引き続き姉妹都市オレゴン州レイクオスエ

ゴ市との交流を推進すると共に、異文化の相互理解と

友好を深め、多文化共生の地域づくりを目指して、「明

るく楽しく」活動していきたいと思います。皆様のご

理解とご協力を、よろしくお願い申し上げます。

【にほんご教室のご案内】 毎週火曜日午前 :10 時～12 時　午後 :7時～9 時(祝日を除く)

退任ご挨拶

5代目会長　鈴木邦夫

新任ご挨拶

6代目会長　立澤秀子

★会員証提示で特典(割引)が受けられる協力店のご紹介★

本場インド料理シルジャナ…ランチタイム100 円OFF ディナータイム10%OFF

刺身・地場野菜海鮮居酒屋よしだ家… 10%OFF

【会員随時募集中】 年会費 ◇個人3, 000円 ◇学生1, 000 円 ◇家族5, 000円 ◇団体7, 000円 ◇法人10, 000 円(1口)

外国人児童生徒のための日本語学習支援を、教育委員会より要
請を受けて行っています。  昨年度は、市内小中学校計7校に当
協会の日本語ボランティアスタッフを派遣し、19名の児童生徒
に支援をしました。今年度も実施していく予定です。

【日本語学習支援】

イベント開催のチェックなどにお役
立てください。
左記QRコードまたは“YIFA"で検索
※URLの変更はございません。

【協会のHPが新しくなりました】

くボランティアスタッフ募集中>私たちと楽しく日本語を教えてくれる仲間を探しています。 お気軽にお問合せください。

すべてのお問合せ先:吉川市国際友好協会 【TEL】048-982-9685 【FAX】048-981-5392 【e-mail】info@y-ifa.com


