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以上９名が本年度からの理事会構成メ

ンバーとなります。（２年任期） 

どうぞよろしくお願いいたします。 

            理事一同 

ごあいさつ Greetings 

皆様こんにちは。東京 2020オリンピック・パラリンピ

ックが無観客のうちにも無事開催された事にほっとして

おりましたら、8月に 4度目の緊急事態宣言が発令されま

した。那須塩原市においても、この１ヶ月間で 100 名を

越える新規感染者が判明し、今までにない感染拡大の大

きな波に襲われています。お盆期間にかけては、また、

九州・中国地方を中心とした大雨による災害の発生もあ

りました。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げま

す。 

那須塩原市国際交流協会では、今年こそ新型コロナウイルス感

染拡大の波が小さくなるのに合わせて、在住外国人対象の日本語

教室を再開しようと準備を行っているところです。しかし、感染

拡大の状況によっては、もう少し見送る判断もしなくてはなりま

せん。日本語教室受講を希望する皆様におかれましては、ご理解

をお願いいたします。 

令和 3 年度も残り半年、従来の事業がどこまで出来る

か会員一同、知恵を絞って再開を目指してまいります。

市民の皆様には今まで同様ご支援、ご協力をお願い申し

上げます。 

理事長 大島三千三  

 

 

 

 

 

 

 

理事長 大島三千三 

令和３年度総会    Annual General Meeting      

黒磯公民館（いきいきふれあいセンター） 4 月 28 日 
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東京 2020 オリンピック・パラリンピック 

Host town for Austrian Triathlon Olympic team  
 

 

那須塩原市がオーストリアトライアスロン選手団の事前 

キャンプ地となりました。7 月 16 日から 22 日まで、選手 

団は市内に滞在して練習・調整をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

選手団の宿泊施設を市国際交流協会がウエルカムボードなどで飾りました。 

 

 

 

 

  

外国人のための防災教室  

 Disaster Drill for Foreign Residents 

 

6月 5日（土）黒磯公民館（いきいきふれあいセンター） 

事 例 発 表： TIA(栃木県国際交流協会)外国人キーパーソン 

植田エレニセ悦子穂先さん 

      （那須塩原市国際交流協会 会員） 

緊急時対策：ハザードマップの周知、段ボールトイレ、 

新聞紙スリッパの作り方などを学びました 

主   催：栃木県国際交流協会 

協   力：NPO 法人栃木県防災士会 

那須塩原市 

      那須塩原市国際交流協会            「近くの避難所はどこかな？」防災士と 

ハザードマップをチェック 

 

日本語初級レベル者を指導するための勉強会 東那須野公民館 

Study Meeting for instructors of Japanese language 

 

6月から 3回の予定で、ボランティア指導者を対象に

勉強会を開きましたが、3回目は緊急事態宣言が発令さ

れたため 9月以降に延期しました。 

公民館の制限人数を守り、厳重な感染対策を講じて、

10余名のボランティア指導者が参加しました。 

11月以降に開く予定の、初級者のための日本語教室

が無事に開かれますよう、コロナ終息を切に祈りなが

らスキルアップに励んでいます。 

 

※ボランティア指導者を募集中です！！ 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

個人会員紹介 Individual Member Introduction 

団体・法人会員紹介 Corporate Member Introduction 

 

Daphne(ダフネ)さんと Joseph(ジョセフ)さん 

 

出   身：フィリピン From the Philippines 

仕   事：Current job  ALT assistant language teacher 

在住年 数： 4 年  Living in Nasushiobara for 4 years 

Activities：音楽♪♪Music ♪ 

      日本人の先生方と一緒に那須塩原市まちなか交流セン 

ター“くるる”でバンド演奏しています。「フィリピン 

や日本の歌を歌っていきたい。パンデミックが終わった 

ら、国際交流協会の事業にも参加できると良いなあ」と 

いう素敵なお二人でした。 

 

特定非営利活動法人(Nonprofit Organization)  桜和-OWA 
 

理事長 濵中房枝 会員数 70 名（2021 年 8 月現在） 

日本文化を基とする青少年教育・国際交流・地域活性を行う NPO 法人 
 

2008 年：栃木県認証 法人設立 事務所 市内新南（西那須野乃木神社入口）  

2010 年：カナダ モントリオール日加協会、モントリオール総領事館 50 周年 

     記念行事に招聘され、能、禅、書、武者絵、藍染、漆、折り紙、 

人形、能面、七宝、茶のワークショップ、展示を行う。               

     （2 ヶ月間約 7,500 名動員） 

2012 年：Photo Contest “旅するカメラこども写真コンクール” 

      東北大震災復興支援 Recovery from Earthquake Disaster for children 

 

 

鏡開き 2010.6月 

Opening by legislators in 

Quebec  

ケベック州議会議員列席 

閉会式 2010.8月 

Closing ceremony attended by 

Mayor of Pointe Claire  
ポイントクレア市長の式辞 

写真左  台湾文化交流 

2009 年より台北、台中、台南

を訪れる。台日友好協会 台南

の旧家 黄氏宅 Taiwan 

 

写真右 2018.3 月 子ども文化

交流 カナダ、モントリオール 

プライオリ校（英語圏）で書道、

折り紙などを紹介  Montreal 

 

写真コンクール入賞者がカナダ

先住民クリー族のテントで生活

体験 2012.8月  

Awarded children experienced 

life in tipi of Canadian first 

nation- Cree 

カメラ出発式 2012.4月 

式典を盛り上げる和太鼓集団

鬼太鼓座（黒磯文化会館）の

公演とワークショップ 

Kick-off stage by Ondekoza 
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発行：那須塩原市国際交流協会 （事務局：那須塩原市企画部秘書課都市交流係） 

〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社１０８‐２ 

Tel：０２８７－６２－７３２４／Fax：０２８７－６３－１２４０ 

E-mail：hisho@city.nasushiobara.lg.jp 

HP : https://nasushiobara₋ia.jp/ 

 

 

        年会費： 外国人会員、学校及び学生 0 円 

School, Youth, People from other countries 

            Join Us！         Free membership fee   

ちょっとでもできることで        個人会員 3,000 円  団体、法人会員 10,000 円 

            国際交流 

                 申し込み、問い合せは事務局へ  Contact us at our office, Tel or E-mail down below 

日本語教室からのお知らせ Information from Japanese Language Class 

  ◇2021 日本語教室 For Nihongo beginners       

   ひらがな、カタカナ、あいさつ からはじめよう 

・いつ：11月 2日～2月 1日 （毎週火曜日 全 12回）19:00～20:30      

・どこで：東那須野公民館（那須塩原市 東小屋 ４７４－１１）      

     JR那須塩原駅 東口から歩いて 5分                         

・料金：1,000円（テキスト代）                   

・人数：8人（申し込む人が多いときは、抽選） 

Send E-mail to apply by October-5 

・10月 5日（火曜日）までに  E-mail: hisho@city.nasushiobara.lg.jp 

メールで申し込んでください  ①名前 name ②国籍 nationality ③住所 address  

④電話 phone number 

☆コロナ感染状況により中止又は延期となることがあります。 

                  

 
◇オンライン開催 協会員限定「やさしい日本語講座」 For Japanese Native Speakers     

日時：10 月 5 日（火）13:30～15:00  ・事務局へメールで申し込んでください（10/1〆切） 

 講師：やさしい日本語普及員 五十嵐小優粒（いがらし さゆり）先生 

   外国の方に、どんな風に話しかけましょうか？“やさしいにほんご”でどんな風に話したら良いかを学びます 

 ※Zoomでの開催です。参加者には後日ＩＤ、パスワードをメールします。      

                                                  

外国人生活相談窓口を利用してください  

Consultation and Support Desk for Foreign Residents 

生活する中で「わからないこと」、「不安なこと」を相談できます。 

・いつ：毎週金曜日 9:00～16:00  Every Friday 

・どこで：那須塩原市役所西那須野支所１階 

・ことば：英語、ポルトガル語、スペイン語 

            English, Portuguese, Spanish 

在留資格相談 (Residential Status Consultation) 

毎月第 4 金曜日の 9:00～12:00, 栃木県行政書士会 

那須支部により実施、無料(Free of charge)です。 

相談日：9/24, 10/22, 11/26, 12/24, 1/28, 2/25, 3/25 

問い合わせ 那須塩原市企画部秘書課都市交流係 

☏ 0287-62-7324  

国際交流員 CIR   Florin さん 

(Coordinator for International Relations)  
 

那須塩原市のホームページで オーストリア出

身の国際交流員フロリンさんの YouTube 【フロ

リンとおうち時間】を配信中です。オーストリア文

化や簡単なドイツ語を紹介しています。 

 

mailto:hisho@city.nasushiobara.lg.jp

