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さいじょう国際交流NEWSは西条市国際交流協会事務局によって発行されてい

ます。ご質問・ご感想、または掲載してほしい情報がありましたら下記事務局

までご連絡ください。 

令和３年度新規会員募集 
 本協会では毎年、国際交流活動をご支援くださる会員様を募集しています。

会費は事業の一部として活用させていただきます。 

【年会費】個人1,000円、学生（高校生まで）500円、団体10,000円 

【会員期間】入会日～2022年3月31日 

【入会方法】 

「会員申込書」に必要事項を記入の上,西条市国際交流事務局に提出してください。 
（申込書は市役所、各総合支所、各公民館等施設ほか、協会HPからもダウンロードできます） 

 ※会員様には各種事業のご案内、NEWSの送付、事業参加費の割引等の特典がございま
す。詳しくは西条市国際交流協会事務局までお問い合わせください。 

特定非営利活動法人 
西条市国際交流協会 
 
令和３年度通常総会が開催されました。 
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※詳しくは西条市広報９月号に掲載致します。。 

Saijo International Exchange Association 

 令和３年５月２９日、西条市役所５階大会議室において、ＮＰＯ法人と
なり初の通常総会が開催されました。新型コロナウイルス感染予防対策
のため書面決議並用での実施となりました。 
 総会では、昨年度の事業報告及び決算報告、今年度の役員の審議
が行われ、全ての審議後承認されました。 
 令和３年度はＮＰＯ法人として実質１年目となります。多文化共生社
会を目指し、今まで以上に国際交流・国際理解促進に関する活動を進
めていきますので、皆様ご協力ご支援の程よろしくお願い致します。 
 来年度の総会では、皆様と会場でお会いできることを楽しみにしており
ます。 

※令和2年度実施イベントの1部。イベント情報は協会HPにてご覧いただけます。 

（NGUYEN BUI ANH THY） 
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多文化共生社会を目指して 

〇国際交流カフェ 

〇国際理解講座 

〇語学講座 

〇ハロウィンパーティ 

〇産業祭 

〇読書クラブ 

〇国際料理講座 

 

 

 未来を担う若者等に国際交流の機会を
提供し、異なった常識・文化に触れること
で、様々な考えや発想を学び、国際的視
野を持つ人物に育成することを目的とし
て、派遣事業・受入事業を行っています。 

〇ヤングリーダー育成 

〇友好都市 

  国際理解講座 

※新型コロナウイルス感染予防対策等のため、現在休止している事業もございます。 
 詳しくは協会事務局までお問い合わせください。 

 在住外国人が地域で心地よく安心した 
生活を送れるよう、語学学習の支援や、 
日本の文化・地域性を理解する機会を 
提供し、相互理解を推進します。 

〇日本語教室の紹介  

〇チーム翻訳 

〇日本料理教室    

〇西条ファンクラブツアー 

語学ボランティア 
翻訳や、通訳など、 

語学力を生かして活動して 

いただきます。 

 

ホームステイボランティア 
ホストファミリーとして派遣生

などをご家庭で受け入れて

いただきます。 

イベントボランティア 
産業祭やハロウィンパーティ

など地域の国際交流イベント

に御協力いただきます。 

❶ ❷ ❸ 

SIEAでは、「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、
対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」*
を目指し、 世界に開かれた地域社会を実現するため活動を行っています。 

〇オンライン交流 

〇河北大学西条市訪問誘致 

協会HPまたは窓口に

て申請書を取得 

必要事項を記入し、

協会窓口へ提出 

協会から登録者へ連絡し、 

依頼内容や予定を確認後、依頼 
※日程他はその都度調整 

ボランティア協力・参加方法  

※メール申請可能 

 市民や在住外国人の方
へ、互いに異文化に触れ合
う機会を提供し、その交流に
より国際的な認識と異文化
に対する理解を深め、身近
な国際協力に取組む意識
の向上を目指します。 

国際交流ボランティア募集！ 
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 西条市国際交流協会では、翻訳・通訳・ホームステイ・イベント運営など、 

地域の国際交流活動に協力いただけるボランティアを随時募集しております。 

 国際理解を 

 深める事業 

 
友好交流事業 

 

 多文化共生社会へ 

          向けた事業 

*総務省：多文化共生の推進に関する研究会報告書より  
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  最後に、ベルギーのコロナ状況はというと、7月初頭現在45％以上の

人々がワクチンの接種完了、北部はすでにグリーンゾーンに変わりまし

た。約半年に渡る厳しいロックダウンを終え、たくさんのベルギー人がカ

フェのテラスや公園でビールを片手に友人と自由な夏を楽しんでいます。 

 コロナ禍の中、どこにいても思い通りの生活は送りにくい時代ですが、

取り巻く環境や周りの人達を思いやり自分にできる最善を尽くしながらど

う人生を楽しむかを考えれば、きっと明るい未来にたどり着けるのではな

いかと考える、今日この頃です。  Honami Dewerchin  

 ベルギーチョコレートやベルギーワッフ

ル、これらはコンビニやお菓子コーナーでよ

く目にするワードで、多くの日本人がベル

ギーといえばチョコレート！だけどそれ以外

はよく知らない...という認識だと思います。

ここではもう少し掘り下げ、ベルギー人はど

んな国民性を持っているのか？そもそもベル

ギーとはどういう国なのか？ベルギー在住2年

目の私の視点を通してご紹介します。 

 ベルギーは1830年に独立したとても若い国

で、面積も人口も九州と同じ位です。公用語

はオランダ語・フランス語・ドイツ語の3つ

で、多くのベルギー人が英語やその他複数の

言語を当たり前のように使いこなします。 

Dat is heerlijk 

Het is een goed 
weer Vandaag. 

 

非常好吃！  Esta muy rico.   

맛있어요  Ngon quá!  स्वादिष्ट  

VS. 

C
O

V
ID

-
1
9
 

ベルギーへ 
  ようこそ

 ベルギーの人々はルールはできるだけ守る、そして人付き合いは少

し閉鎖的、というなんだか日本人に似た性質を

持っています。しかし、一度FIFAやEKなどサッ

カーの大会が始まると話は別です。各々の個性で

家や車にベルギーの国旗をデコレーションしバー

や自宅で賑やかにレッドデビル*を応援します。 

 日本ではスイーツばかり注目されるベルギーで

すが、実はフライドポテト発祥の地でもありま

す。美食家の国としても有名で、言語だけではな

く料理も隣国の影響を受けています。街のレスト

ランでは、ベルギー料理以外にも色々な国の様々

な美味しい料理を食べることができます。  

Royal Galleries, Historic Centre of 

Brugge, Belfort en Hallen 

(原)Honami Dewerchin  

(編)近 

THE BESST W
AFFLE IN THE W

ORLD. 

A view or im
age of a city .Absolutely phenom

enal! 

https://www.youtube.com/channel/ 

UCEUPFe-WcR2Bnbo6dnIkomg 

Honami D 

※サッカーベルギー代表 Good weather in Antwerp. 

 2021.07 
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国際交流 INFO 

国際交流ＮＥWＳスタッフ： 

徳増 実 （徳） 

近藤 （近） 

フルカラーで 

読める！ 

編 集 

後 記 

※専門的な語学講座ではありません。途中WEB講座に切り替わる可能性があります。 

※受付開始日等詳しくは西条市広報９月号に掲載致します。 

 
今号からNEWSを担当させていただく近藤と申します。 
どうぞよろしくお願い致します。 

【場所】 西条市総合福祉センター 

【対象者】 市内在住・通勤者または西条市国際交流協会会員 

       7割以上参加可能な方 

【受講料】一般7,000円（国際交流会員の方は5,000円）・別途テキスト代 

【期間】10月～令和4年7月（全15回・月2回程度）。 

西条市国際交流協会の皆さんへ 
 6月の初め、国際交流員としての任期を終えて、ベトナムへ帰
国しました。4年間お世話になり、本当にありがとうございました。 
 
 私は多くのベトナム人と同じように小さいころから日本に憧れ、
大学では日本語を勉強しました。近年、日本企業がベトナムに
多く進出しており、また、日本政府もベトナム人留学生や技能
実習生を日本国内に受け入れています。日本語ができればい
い仕事に就きやすい時代にいられて、私はとてもラッキーだと
思っています。社会人として会社で働いているうちに、何かの形
で役に立ちたいと思うようになりました。その頃、国際交流員とし
て日本で働く機会があることを知り、この仕事に応募しました。
国際交流員として働くことによって、多くの人にベトナムの文化、
ベトナム人のことを紹介できます。一方で、どうすれば日本にい
るベトナムの人が日本社会の一員として認められるか、自分自
身が努力することはもちろんですが、どうすれば周りに認知され
るか、そのために少しでも役に立ちたいと考えましたから。 
 
 国際交流員としてベトナムとオーストリアとの交流促進、友好
都市提携、外国人への支援などの事業に携わる機会に恵まれ
ました。課された業務をしながら、協会のイベントに参加したり、
企画したりさせていただきました。ベトナムの人と地元の人が交
流できる場を作ることを心がけていました。このようなイベントで
協会の会員、地域の方々に多く協力していただきました。 
 
 文化紹介のイベントでは、西条に住んでいるベトナムの人は食
材を探したりしていろいろ手伝ってくれました。また、仕事が終
わったあと、ベトナム語講座をいつも手伝ってくれました。講座
を受講している日本のみなさんは、「ベトナム語が難しい、でき
ない」と言いながらも、交流が楽しいから、熱心に通ってきてくれ
ました。そして、このような場で、お互いのことをより分かるように
なり、外国の人をもっと応援したいと語った方もいます。 
  
 ベトナムの人をはじめ外国から来ている人たちは単に豊な生
活を望んで日本へ働きに来ているのではありません。兄弟を大
学へ行かせるために仕送りをしている人もいます。貯金できたら
起業したい人、成功したい人も少なくないです。仕事がどんなに
大変でも、たとえ短い期間であったとしても、日本に行ってみた
い素晴らしい国です。「夢は日本の大学に入ること」そう言う人

も多いです。彼らは毎日、仕事のあと、日本語を勉強し、週末
にはボランティア日本語教室でも勉強しています。彼らの日本
語学習を全面的に支援しているのは、ボランティア日本語教室
の先生方です。外国の人にとって先生方の優しさは異国で得ら
れる心温まる宝物です。その一方で、会社の事情や仕事の都
合で日本語教室や交流活動に参加できない人も多いです。日
本語を勉強したい、色々な人と交流したい、でもできない人もい
ます。日本人や他の外国人との交流を好まない会社もあるから
です。また、仕事で忙しくしている彼らは、家と職場を行き来す
るだけの毎日を過ごしている人はほとんどです。自分たちだけの
孤立したコミュニティーになることもあります。どうすればこの状
況が変えられるのか、私の中にはまだ課題が残っていますが、
ぜひボランティア日本語教室、国際交流活動などは今後も引
き続き行われるように願っています。 
 
 私はだれかの役に立ちたいと思って日本へ来ました。西条市
に来てから、優しい日本の人に出会って、たくさん助けていただ
きました。いきいきとしているベトナムの若者たちにも出会い、彼
らから刺激をもらいました。皆さんのおかげで西条市でとても有
意義な時間を過ごすことができました。心から感謝しています。
皆さん、ベトナムに来る機会がありましたら、ぜひご連絡くださ
い。また会いましょう！！！ 
【元西条市国際交流員 NGUYEN BUI ANH THY 
              （グエン・ブイ・アン・ティー）より】 

尾野農園の社長とベトナムの従業員の方には交流 

イベントに協力していただきました 

産業祭でベトナムの実習生はベトナム

を紹介しています 

西条国際交流ボランティアの会の交流会 西条日本語教室の多賀公民館クラス 


