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姉妹都市カーメルの日本庭園
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2022 年度総会

2022 年度

河内長野市国際交流協会
2022 年 5 月 29 日

キックス

総会

中会議室

開会に先立って、カーメル市との姉妹都市提携 25 周年記念ビデオが流されたあと、2022 年度河内長野市国際交流協会の総会が
開催されました。
河内長野市長、島田 智明氏をはじめ、沢山のご来賓の方々においでいただき、事務局長、山本 直嗣氏の司会で総会が始まりました。
議長に柴 理梨亜氏を選出し、2021 年度事業報告・決算報告、人事変更、2022 年度事業計画案・予算案などが審議され承認されました。

柴 理梨亜会長：設立当時は外国人との交流がメインの活動
でしたが、この頃は多文化共生が活動の中心になりました。
国際的な紛争を避けるためにも、互いの国の文化や考え方を
理解することが大切で、国際理解授業などにも力を入れてい
ます。
島田 智明 市長：日頃の国際交流の活動に感謝申し上げま
す。また、ウクライナ紛争に関連して、献花台の設置やメッ
セージの募集など積極的に行っていただきありがとうござい
ました。今や多文化共生の実現がとても重要になっています。
外国人が住みやすいまちづくりも大事ですが、観光でも訪れ
やすい街にしていくために、市民みんなで努力していかなく
てはなりません。
桂 聖 市議会議長：今後はコロナが世界的にも収束して、
再び世界中で国際交流の輪が広がるという期待が持てる時期
に来ています。協会の役割が益々期待され、さらに多文化共
生社会の実現を目指して努力を続けていっていただきたい。
西野 修平 府議会議員（協会顧問）：市民レベルの草の根交
流は河内長野として誇れるものです。協会のイベントにも参
加させてもらうことがありますが、一番好きなのは「ごった
煮」です。そこで世界各国の「食」を味わうことで、国と国
との距離が近づくような気がします。
突然降り掛かったコロナのパンデミック、多くの人々に苦

しみ悲しみを与えているウクライナ紛争。その中でも、世界
平和を旗印に、人々が互いに理解しあう多文化共生社会の実

現を目指す当協会の役割の大きさを実感する一日となりました。
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2022 年度 KIFA 役員 理事・監事

役職
氏名
所属
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
理事 会 長 柴 理梨亜 個人
理事 副会長 桝井 繁春 河内長野市
理事 副会長 飯阪
保 個人
理事 副会長 桝村 博子 個人
理事
藤本 眞裕 河内長野市教育委員会
理事
曽和 宗陽 河内長野市文化連盟
理事
土井
昭 河内長野ライオンズクラブ
理事
工藤 敬子 河内長野ロータリークラブ
理事
森野 章二 （学）清教学園
理事
香月 孝治 大阪府立長野高等学校
理事
赤土 壽典 （学）千代田学園
理事
本道 のり子 河内長野市地域女性団体協議会
理事
生地 孝至 河内長野市歯科医師会
理事
大原 一郎 河内長野市日本中国友好協会
理事
讃岐 巳樹也 （社）河内長野青年会議所
理事
辻
秀和 個人
理事 会 計 上田雄三郎 個人
理事
永島 和佳 個人
理事
後藤 晴美 個人
理事
Young Huyen Emura スイスアカデミー（スイス）
監事
土生 裕史 河内長野市医師会
監事
寺本
悟 公認会計士・税理士
名誉会長
山本 明彦 個人 (河内長野ガス)

海外からの 30 周年お祝いメッセージ

OSAKA IN THE WORLD を通じて KIFA とつながった海外の皆さんから
設立 30 周年のお祝いメッセージが届きました

Congratulations from Abroad!
A messsage from

スヴィトラーナ・レスチンスカ（ウクライナ）
現在私は大学でオンラインで教えています。時間があるときはボランティアとして国のため
ヘルパーをしています。本当に嬉しいことに以前来日した「ロクソラーニャ」のメンバーは
全員安全です。私とナタリア・ホメンコ、イヴァン・パヴレンコはロシアとの戦いのはじめ
からキーウにいます。4 月からは大学での活動をオンラインでしています。メンバーの中の
男子はウクライナのあちこちで、軍の兵士になったり一般の人達を守ったりしています。小
さい子供のいる女の子たちはウクライナの穏やかな場所やヨーロッパにいますがまた国内に
戻りたいと思っています。暖かいご支援、またご心配いただきありがとうございます。河内
長野の皆さんによろしくお伝えください。OSAKA IN THE WORLD で皆さんと過ごしたこと

は決して忘れません。最後になりましたが、「ロクソラーニャ」のメンバーを代表し、設立 30 周年のお祝いを申し上げます。平和
で幸福な未来と多くの興味深いプロジェクトを願っています。 （写真は 2010 年 キックス イベントホールでの公演）

A messsage from

モヒニ・シュレスタさん（ネパール）
設立 30 周年おめでとうございます。2006 年に OSAKA IN THE WORLD を通じてネパールの
民族音楽・舞踊団が招待されネパールと KIFA の交流が始まりました。多くの市民の方にラ
ブリーホールでネパールの民族音楽と舞踊の公演を観ていただきました。また、小学校にも
招かれて踊りを披露し、ネパール文化を伝え、とても充実した時を過ごすことができました。
滞在中は温かくホームステイを提供していただきました。とても嬉しかったのは KIFA の色々
なイベントで伝統的なネパールのカレーを作り、英語サロンでゲストとしてお招きいただい
たりしたことです。今はコロナのため気軽に話をしたりというのも難しいですが、再びその
ような機会が訪れることを願っています。設立 30 周年おめでとうございます。KIFA の繁栄
と発展を願っております。

A messsage from

エドナ・マルコさん（フィリピン）

設立 30 周年を心よりお祝い申し上げます。KIFA の目覚ましい功績は高い意欲を持っ
たメンバーの弛みない努力の結果です。KIFA は架け橋です。文化交流を通じて友情
を育て国と国の間に関係を築いていくことは、決して無駄にはなりません。KIFA はチー
ムとして協会の使命感とそのビジョンを永遠に掲げることによって新たな次元に到達
しました。そのビジョンとは「ともに集まることははじまり、一緒にいることは進歩。
そしてともに働くことは成功！」画期的な一歩です！さらなる力を！

A messsage from

ランディ・レロさん（フィリピン）
フィリピン、イロイロ市、セントラルフィリピン大学とそのダンスカンパニーを
代表して河内長野市国際交流協会の設立 30 周年を心よりお祝いいたします。貴
協会のこれからの活動プログラムの成功を祈念し、また来日時にいただいたご支
援、愛情に感謝申し上げます。特に過去から現在にいたるスタッフの皆さん、ホ
ストファミリー、ボランティアの皆さんの勤勉と揺るぎない献身は本当に素晴ら
しいと思います。
交流が長く続きますように、またお会いできる日が近いことを祈っています。
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③

英語フリートーキング

英語フリートーキング
英国

＆

ネパール

2022 年 4 月 9 日（土）キックス
ゲスト レス・ジョーンズさん
Hello! そう言って颯爽と現れたのは、２ｍ近い背丈の、手には
ギターケースを持ったロンドン出身の今回のゲスト、レス・ジョー
ンズさん。参加者の皆さんの視線が一斉にその高身長に集まりま

コーディネーターの池田さんと

した。ジョーンズさんは自己紹介がてら早速その高身長をクイズ

2022 年 5 月 14 日（土）キックス
ゲスト リエ・シュレスタさん

形式で設問。会場からは「199！」「197！」など次々声が上がり
ましたがなかなか正解になりません。
「198！」と誰かの声でジョー
ンズさんは一瞬「正解！」と言うかとおもいきや、「残念！正解は
198.5！」
これには会場から笑いが漏れました。そんなユーモアたっ
ぷりで始まった今回のフリートーキングですが、実はジョーンズさ
ん、昼は教師、夜はミュージシャンという 2 つの顔を持ちご活躍中。
つい 2 日前にも、兵庫県西宮市のアイリッシュ・パブでのライブ
を終えたばかりとか。未だにその興奮冷めやらずといった様子の
ジョーンズさんですが、それもそのはず。主にブルースを中心に
ギターを演奏されているとのことなのですが、その日の日本人ハー
モニカ奏者とのセッションがそれはもう素晴らしいものだったとい
うことです。わかりやすい英語を選びながらも、しっかりと熱のこ
もったジョーンズさんのお話に、参加者の皆さんも興味津々に耳
を傾けられています。ステージもきっと活気があって、最高のも
のだったことでしょう。現在は奈良県でご家族と青色のインコと一
緒に暮らしておられるとのこと。インコはイギリスでも比較的育て
やすく手に入りやすいためペットとしてとても人気があるのだそう
です。クスッと笑ってしまうようなイングリッシュジョークを交えて
のご家族の紹介の中に、大きなご家族愛を感じさせる優しい
ジョーンズさん、実は、住まいである奈良県の鹿のことで少し心
配事がお有りだそう。それは、昨今のコロナ禍の影響で、観光客
から鹿せんべいを貰えなくなった鹿たちが、お腹をすかせている
こと。思わぬ形で生態系のバランスに影響を受ける動物がいるこ
とに大変驚きました。

5 月の英語フリートーキングは、ネパール出身のリエさんをお
迎えしました。
世界の屋根とも称されるネパールには世界の最高峰の山々上
位 10 峰のうち、8 峰があるそうです。山岳国なのですが、南部
のインドに近い地域では平地が広がり象やサイが住んでいたり違
う一面もあるとか。それらの動物は、陸地づたいに山岳地方にま
でやってきて、時には街中を歩くサイを見かけることも。リエさん
が住んでいたのは首都カトマンズで標高が 1,800 から 2,000ｍ、
気候は日本の軽井沢に似ているそうです。日本との時差は 3 時間
15 分。お話の中にはリエさんのご家族も登場しました。KIFA の
活動に以前からか関わっていらっしゃったご両親、ミス・ネパー
ルに選ばれたこともあり現在は東京でモデルをされている妹さん
や、日本の大学に通っていて音楽好きの弟さんを紹介してくださ
いました。ネパールの国旗は三角が 2 つ並んだ特殊な形ですが、
90 度回転させると山の尾根に見えることから、ヒマラヤの山々を
表しているのだそうです。山岳国だけに地方に住むには色々大変
なことがありそうで、中でも通学のために毎日川や谷をロープを
伝って越えていく子どもたちには驚愕です。
参加者は英語で自己紹介として、名前、仕事、趣味、先週した
ことを発表しました。こちらも興味深く、オートバイ・ツーリング
をされている女性や、亡くなられた奥様が生前に朝食の作り方を
教えてくれて、今は彼女より上手にできますという男性、大正琴
を弾かれる方、
「カラマーゾフの兄弟」を読んだ方が二人もいらっ
しゃったのには驚きました。参加者それぞれ、英語を駆使しなが
ら、和やかな時間を過ごしました。
＜＜ネパール・トリビア＞＞
・ネパールはかつては海の底だった。その証拠にアンモナイトの
化石が発見されることがある。
・ネパールの人口は約 2,920 万人、面積は北海道 2 つより少し小
さい。
・女性の民族衣装のサリーはなんと 10 メートルもの長さの 1 枚
の布を体に巻きつけて着る。

きじ

・ネパールの国鳥は日本と同じく雉子。
・牛は神聖なものと考えられていて、牛肉を食べることは絶対に
ない。
・街に交通信号機が無い。
・大家族で住むことが多く、5 階建て 6 階建ての家も珍しくない。
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アルゼンチン里帰り

の

柴 会長

50 時間かけての里帰り！

2022年春

「災い転じて福となす」ロシアによるウクライナ侵攻の結果、予
約してあったアムステルダム直行便がロシア上空を通るため欠
航、韓国経由の便に変更。アムステルダムでブエノス・アイレス
行きの便に乗り換えまで 16 時間！幸い朝 6 時に到着なので、初
めてのアムステルダム市内観光を満喫。
オランダの入国審査では日本のパスポートとワクチン 3 回接種
の証明書のみ！空港では必ずマスク着用となっていましたが、一
歩出るとほとんどの人はマスクをしていませんでした。コロナの
ためアンネ・フランクの家は 1 か月ほど前に予約しないと入れな
い状態でしたが、自由に町中を歩き回りました。素敵な街並みで
アムステルダムの街角

したが、アルゼンチンからの帰りにはアムステルダム行きの搭乗
だからと凄く調べられました！それは、オランダが南米からの麻薬
取引ルートになっているからと聞きました。
ブ エ ノス・アイレ ス の 空 港 に 到 着 す ると、OSAKA IN THE
WORLD で交流したウダオンド舞踊団の団長さんたちが迎えに来
てくれていました。感謝！最初に来日した時にはまだ大学生だっ
た長男エセキエルと長女フロレンシアが、二児のパパ、三児の
母になっています。2019 年に OSAKA IN THE WORLD 30 周年記
念に再来日した時には河内長野市内のダンスクラブの皆さんの好
意によりダンスの交流会を開催できましたし、地域の夏祭りにも
参加して市民との交流を楽しみました。なによりも、近隣の方々
のお宅にホームステイできた経験に団員全員が深く感謝しており、
来られなかったメンバーとも共有し、是非ホストファミリーの皆さ
んもアルゼンチンでお迎えしたいと願っているそうです。

里帰りの目的は入院中の姉の見舞いでしたので、今回はパタ
ゴニアへ。空港があるリオネグロの州都ビエドマまで飛行機で行
きました。ネットで予約していたアパートメントも病院から近く、
バスルーム、キッチン、寝室とリビングに Wi-Fi とネットフリック
ス付のテレビで快適。毎日病院の帰りには川岸を散策し、公園や
歴史的な建物を見て回りました。川の向こう岸は州が異なるので、
同じ位置にあるのに年金の地域特別手当は出ないとのこと。
首都に戻ってからは、ラブリーホールのアルゼンチン公演でタ
ンゴを熱唱してくれた友人、モニカのところでお世話になり、親
戚や元同僚に会い、久しぶりのブエノス・アイレスの街を歩き回
りました。歩行者天国が増えて、カフェもあちこちにでき、自転車
や電動スクータで走るための車線も整備されています。
最後はまた空港の近くに住むウダオンド舞踊団のラウラとセル
ヒオにお世話になり、帰国の前日は郊外の郷土料理レストラン公
園で食事、生演奏の時には先生たちも踊りで参加し、最後は指
導してもらって大勢で踊りました。
今回は往復の時間が長くなったけれど、アムステルダムの観光
という福が付きました！このルートも悪くないかな？
柴

理梨亜

右下：長い間南米で最も高いビルだったKavanaghビル
(1936年に完成、高さ120m）

左下：世界で2番めに美しい本屋に選ばれた、
アテネオ
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⑤

国際平和音楽交流会

〜世界の平和を願って〜

2022年3月22日(火) メディアセンター

フィリピン、ネパール、フィンランドからの参加者と美加の台小学校４
年 1 組の児童が世界の平和を願って音楽交流会を開催しました。
児童代表の平和へのメッセージで開会、楽器演奏と合唱の後、ロシア
と国境を接するフィンランドから参加の寺尾 遥さんがウクライナ紛争に近
い国の様子を紹介しました。ウクライナからだけでなく、ロシアからフィ
ンランドへ避難してくる人も 7,000人以上いると聞いて子どもたちも驚き
の声をあげていました。
続いてネパールのクリエイティブ・アカデミーとフィリピンのセントラ
ル・フィリピン大学からそれぞれメッセージと伝統舞踊や来日経験のあ
る学生が制作したミュージックビデオが紹介されました。
今回の音楽交流が子どもたちにとって平和への願いをさらに強くする
機会となったことでしょう。

●日本語サロン スケジュール
曜日

月

日曜 Sun.

火曜 Tue.

木曜 Thu.

7月

Jul

10・17・24・31

5・12・19・26

7・14・21・28

8月

Aug

21・28

2・23・30

4・25

9月

Sep

4・11・18・25

6・13・20・27

1・8・15・22

＜開講場所と時間＞
日曜日 Sundays 14:00〜16:00
千代田公民館 2階
火曜日 Tuesdays 10:00〜11:45
市民交流センター（KICCS）3階
木曜日 Thursdays 18:00〜20:00
ノバティ南館3階 ノバティホール

●語学クラブ スケジュール
○英語フリートーキング 予定講師
7月 ライアン藤井さん（シアトル、USA） / 9月 グラハム・マクラウドさん（バンクーバー、Canada）

コース

英語
フリー
トーキング

英語

英語

中国語

中国語

（ 中級 ）

（ 初級 ）

（ 中級）

（ 入門 ）

時間

14:00~15:30

19:00~20:30

19:00~20:30

19:00~20:30

10:00~11:30

7月

9

12・26

5・19

1・15

6・20

8月

休講

休講

休講

休講

休講

9月

10

13・27

6・20

2・16

7・21

開講日
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Information
インフォメーション

■夏休み子ども絵画教室

2022

■英語村でクッキング

河内長野市の姉妹都市、アメリカ インディアナ州のカーメル市

河内長野市英語村構想事業の「えいご村フェスタ 2022 in

に、ギネスブックで公認の「世界一小さい子ども美術館」があり

Kawachinagano」の中で、「えいご村で COOKING」を KIFA が

ます。そこにあなたの絵を飾ってみませんか？

担当します。
「ネイティブの先生といっしょに

今年のテーマは「アメリカで朝顔の花をさかせよう！」
●と

ベルギーワッフルを作ろう！」

き：8 月 2 日（火） 13：00 〜 17：00

●ところ：市民交流センター 4 階

●と

創作工房

14：40〜15：40

●定 員：先着 25 名（対象：市内小・中学生）

●ところ：市民交流センター 4 階

●参加費：500 円（参加申込みは 7 月 3 日から）

食工房

●定 員：各回12 名（申込多数の場合は抽選）

●持ち物：水彩絵の具セット、エプロン、飲み物
●内

き：8 月21 日
（日） 13：00〜14：00

●対

容：①姉妹都市カーメルについて学ぼう

象：小学3年生〜6年生

●参加費：無料

②姉妹都市に送る作品を作ろう

●持ち物：エプロン、三角巾、
フキン、
タオル

※当日は、（特活）アートコミュニティ主宰の

●申込み：メールで事務局へ（〆切は7月31日）

船本先生の指導を受けながら制作します。
◎作品は姉妹都市カーメルへ送るため返却できません。
◎賞状と作品のカラーコピーを、後日学校を通じて差し上げます。

■世界とつながろう！
※姉妹都市子ども絵画展

8月 27 日〜9月 3日 キックス

KIFA 特製のパスポートを手に、6 カ国のブースを回り、その
国の人たちから、いろいろ教えてもらいます。

■ウクライナに平和を！
〜復興支援チャリティコンサート〜

●と き：8 月27 日
（土） 13：30〜15：00
●ところ：市民交流センター 3階
大会議室AB

市内在住のアーティストが集まって、ウクライナ復興支援の募

●定 員：先着24 名（対象：市内小学生）

金を募ります。

●参加費：無料
●申込み：電話かメールで事務局へ（受付開始 8月3日）

●と き：9 月3 日
（土） 14：00〜19：00
●ところ：市民交流センター 4階 イベントホール
●定 員：先着 280名
●参加費：無料

■問い合わせ・申込み■

●申込み：電話で8月3日から

■多文化の部屋

河内長野市国際交流協会（KIFA)
事務局

〜ウクライナ編〜

〒586-0025 河内長野市昭栄町7-1

12 年前に KIFA の国際料理教室でお世話になった福井ユリアさんから彼女の母国、ウク
ライナの文化や歴史についてお話しいただきます。

●申込み：電話で事務局へ（受付開始 8月3日）

●ところ：市民交流センター 3階

Eメール: office@kifa-web.jp

スペイン語

韓国語

韓国語

韓国語

タイ語

( 初級 )

( 中級 )

( 初級 )

( 入門 )

( 初級 )

19:00~20:30

13:00~14:30

10:40~12:10

15:00~16:30

19:00~20:30

7月

1・15

6・13

6・13

6・13

1・15

8月

休講

休講

休講

休講

休講

9月

2・16

14・28

14・28

14・28

2・16

コース
時間

開講日

TEL: (0721)54-0002
FAX: (0721)54-0004

●参加費：無料

●と き：9 月17日
（土） 14：00〜15：30

市民交流センター（キックス）３階

タイ語はサ
ークルとして
活動中です。
詳細は事務
局まで。
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英語のおはなし会と英語多読ひろば

「英語のおはなし会」と「英語多読ひろば」

2022年5月29日
（日）
キックス 図書館

河内長野市立図書館の主催により、英語の学習に関連する２
つのイベントが行われました。
「英語のおはなし会」は、４、５歳くらいのお子さんが英語の
ネイティブスピーカーと一緒に絵本を楽しむものです。このイベ
ントは KIFA との共催で、フィリピン出身の岸本 恵理さんが、
絵本を見せながら子供たちに英語で話しかけます。普通、観客で
ある子供たちは客席でじっと聞き入るのですが、このおはなし会
はちょっと違います。図書館の奥にある小さな舞台に子供たちも
上がり、体育座りをして目の前で絵本を見ながら英語の話を聞き
ます。最初はちょっと緊張気味だった子供たちも、ひとりの男の
子がツッコミを入れたのがきっかけで、ワイワイガヤガヤ。日本
語と英語の単語が飛び交います。子ども達の適応力はすごいです。
たちまち英語の絵本の世界に溶け込んでいき素敵な時間を過ごし
ました。
子ども達にとって、単語だけでもとにかく英語で意思疎通できた
という経験は、大きいと思います。「男は度胸、女は・・・」な
んて言葉がありますが、「英会話も度胸」なのでしょうか。

もう一 つ のイベントは
「英語多読ひろば」です。
多読って、文字通りたくさ
んの本を読むことなので
すが、最近では有効な外
国語獲得法として知られ
るようになってきました。
絵本からはじめ、少しず
つ文字の多い本へと読書
の幅を広げていくのだそ
うで す。もちろん 選 ぶ 絵
本の題材は。教科書では
ないので、自分が興味の
あることです。こうするこ
とにより、単語を覚えたり
文法の学習をしなくてもやがて英語の本が読めるようになります。
会場にはレベルに応じた色々な英語の絵本が並べられていまし
た。ちょっと覗いてみましたが、やはり知らない単語がいくつか
出てきます。ここで挫折しないのが多読のいいところです。多読
には「多読三原則」というものがあります。その一つが「わから
ないところは飛ばす」です。文字ばかりの本だと、ここで訳がわ
からなくなるのですが、そこは絵本のいいところ。なんとなく意
味がわかり前に進めます。
最近では、小学校 3 年生から英語の授業が始まっています。
父兄の方々は、お子さんの勉強を見られていると思います。国語
や算数ならなんとか・・でも英語はちょっとという方の中には、
お子さんと一緒にこの多読を始められる方もおられるそうです。
図書館には多読のための絵本がいっぱいそろっていて、ホーム
ページから英語多読図書を探すこともできます。一度お試しにな
られてはいかがでしょうか。

コロナ禍、コロナ禍と言い続けて 3 年目の夏を迎えようとしています。この編集後記を書いている時点では、新規感染者数

編

は毎日、前の週より減少傾向です。このまま減っていってくれることを願うばかりです。
3 ヶ月ほど前から、フランス語の勉強を始めました。大学の第 2 外国語として習うことは習っ
たのですが、ほとんど忘れていたのを、KIFA の語学クラブでフランス語教室に通い始めたの

集

が 14 年くらい前。そのころ毎年語学クラブの発表会がありましたが、そこで発表するために
フランス語の歌などを一生懸命に練習したものでした。残念ながら、8 年ほど続けたあと、仕
事が忙しくなってやめてしまいました。そうすると、普段使うことがない言語ですから、つい

後

遠のいてしまい、またほぼ忘れていきました。その頃にも使ったことのある言語習得用のアプ
リを再度使い始めたのが 3 ヶ月ほど前。久しぶりに使ってみると、たぶんアプリ自体が進歩し
たのかもしれませんが、結構続けられます。ついに課金したので少なくとも 1 年はやってみる
つもりです。（ここに書いたら、あとには引けなくなりますね 。それも狙いの一つです。）外国

記

語を習うとその国に行きたくなります。その国の人々の暮らしや考え方に興味がわきます。国

無料
メールマガジン
配信中！
KIFAの楽しいイベントや情報を
いち早くお知らせします。
お申し込みは、事務局または、KIFA
ホームページから

際交流の新しい芽が育ち始めます。そんな話をしていたら、他にも同じアプリでフランス語を
やっている人に会いました。もう、500 日以上やっているとか。もう負けられない！
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http://www.kifa-web.jp/

