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ＫＩＦＡ SDGs 担当 齊藤由美子 

当協会も 2030 年までに地球上で「誰一人取り残さない」「持続可能でよりよい世界を目指して」まいります。 

以下、１７の目標のうち、7 項目を掲げました。 

1. 貧困をなくそう 

３． すべての人に健康と福祉を 

４． 質の高い教育をみんなに 

５． ジェンダー平等を実現しよう 

10. 人や国の不平等をなくそう 

16. 平和と公正をすべての人に 

17. パートナーシップで目標を達成しよう 

古河市国際交流協会では・・・ 

「市民を中心に国際化への理解と関心を高め、幅広い分野において、市民、各種団体、企業等における 

国際交流の情報交換を推進することによって、世界に開かれた地域社会づくりを目指し、国際協力及び 

国際社会の発展に寄与することを目的とし、ＳＤＧｓ「持続可能な開発目標」に積極的に取り組み、誰一 

人として取り残されない豊かな社会の実現に向けて活動をしてまいります。」 

Koga International Friendship Association 

25 第   号:2022 年 9 月 1 日発行 
発行者:古河市国際交流協会 広報部会 

宮本京子会長挨拶 

時下、会員の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止、また会員の皆様の健康と安全を図るため、 

今年度の総会も書面決議とさせていただきました。皆様のご理解ご協力のおかげで 

全ての議案について過半数の賛成をもって議決とさせていただきました。 

現況においては、国や県からの行動規制が発令されない限りは個々の判断に委 

ねられており、４役会、運営委員会、各部会会議などは開催しております。 

特に今年度は、前年度から準備を進めて参りましたオンラインでの日本語教室開催に向けて、実行 

委員会を設けました。10 月の開催に向けて鶴岡先生を講師にお迎えし、10 回の講座を行いました。 

教室の先生方が Zoom の基本編、中級編を学びました。 

令和 4 年６月現在で古河市における、在留外国人は４１１６人です。企画課、アットホームと連携し、 

外国人の方々に古河市での安心安全をご支援できるよう今後とも活動して参りたいと思います。また 

ネーブルパークほたるの里友の会の副会長を勤めております。今年度も茨城県国際交流協会主催の、 

地域日本語教育関係者連絡会議に参加いたします。またレベルアップ講座も開催いたします。 

国際交流の第一歩、ご近所にお住まいの外国人の方とのコミュニケーションである「おはようございま 

す」や「こんにちは」の挨拶をお願いいたします。 

最後になりますが、このような状況下でも毎年ご支援をしてくださる、法人会員、賛助会員の皆様に心 

より御礼申し上げます。今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

「2022 年 6 月 24 日に「古河市 SDGs パートナー」として登録されました！！」 
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顧 問 山腰 すい 文化交流副部会長 吉田 敏博 

顧 問 山口 賢一 語学交流部会長 梅田 真子 

会 長 宮本 京子 語学交流副部会長 滝本 満男 

副会長 海原 三枝 生活支援部会長 香取 ジェンマ 

副会長 田中 弥生 生活支援副部会長 山腰 すい 

会 計 神山 裕一 広報部会長 野矢 千賀 

会 計 野矢 保 広報副部会長 砂場 京子 

総務部会長 福島 貴子 監 事 鈴木 則子 

総務副部会長 浅野 美紀 監 事 中濱 佳子 

文化交流部会長 押川 晴美 Ｌ.Ｅ.Ｅ 長濱 恭子 

 

 

 

 

総務部会長 福島 貴子 

本年度もコロナウイルス感染防止の観点から、第十五回定期総会も一般会員の皆様に総会資料を 

送付して、書面表決とさせていただきました。皆様のご協力のもと、過半数の賛成を得て全ての議案が 

成立いたしました。書面の返送、ご協力いただきありがとうございました。書面表決書と同送しました本 

年度の所属部会について、まだ返送されていない会員の方は、所属部会のお知り合いの方にご連絡 

してください。 

総務部としては九月二十五日に一般会員対象としたＺＯＯＭによるオンラインミーティング開催、また 

ＫＩＦＡの会員証発行を計画しております。ＫＩＦＡ会員として皆様が活動しやすいように、またお一人お 

一人が積極的に且つ活発に活動ができるようにお手伝いをしていきたいと考えております。ミーティング 

やその他情報はＨＰにも掲載してもらいますが、郵送する場合が多くありますので、住所や電話番号等 

がかわりましたら、こちらも同じ所属部会のお知り合い経由か、事務局の企画課にご連絡いただけます 

ようお願い申し上げます。 

【総務部会】 

文化交流部会長 押川 晴美 

2022 年度より文化交流部会の部会長となりました押川晴美です。 

2021 年度では前部会長の下で Web 配信という新しい形で各国の紹介等の 

動画を配信することができ、8 月現在では約 600 回視聴されました。 

2022 年度も新型コロナは終息が見えないため、文化交流部会の大きなイベントの 

開催は未定ですが、10 月 8 日、9 日に開催される予定の「関東ド・マンナカ祭り」で 

ブースにて参加することが決まりました。 

ブースでは日本文化である折り紙等を準備し、外国の方に日本文化を体験して 

もらい、日本の方には外国の方との交流の場の提供を予定しています。 

役員・会員で協力して準備を進めておりますので、祭り当日はブースへのお越しを 

お待ちしております。 

【文化交流部会】 

《令和４年度 古河市国際交流協会 新役員》 
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【語学交流部会】 
                              語学交流部会長 梅田 真子 

語学交流部会では、古河市に住む外国人の為に、ボランティアで日本語を教えています。 

現在教室は、古河昼教室、古河夜教室、総和「たのしくにほんご」、三和教室の４つです。 

しかし、新型コロナウイルスによる様々な行動制限や自粛によって、約２年間活動出来ないでいました。 

そこで私達は、他の部会と協力して、今年の春にオンライン日本語教室実行委員会を発足させました。 

日本語教室のみならず、古河市国際交流協会としての活動全般にオンライン化を取り入れることで、な 

お一層の支援につながると期待しています。 

また、鶴岡先生を講師に招いて Zoom 講座も開催しました。Zoom の基礎的な事項から Google アプリ 

を使った応用編まで学習しました。皆、毎回熱心に取り組みました。 

 

                              英会話「L.E.E」 長濱 恭子 

私たちのクラスは、古河市国際交流協会の皆様と楽しく英会話ができたらと、2011 年にスタートし 

ました。通称 LEE といいます。 

    現在、月に二回、二人の講師のご指導を頂きながら活動しています。NHK ラジオ講座のテキストを 

用いての学習や、自由トークなどもあり、時には冷や汗もかきながら楽しく学習しています。海外の話 

題や疑問点へのご指導などもあり、楽しい活動の場となっています。 

    コロナ禍で、中止せざるを得ない時もありますが、私たちにとって学びの場、交流の場として、更に 

充実を図りながら進めていきたいと思います。 

    LEE は、月二回（第二、第四土曜日午後）、主にユーセンターで活動しています。会員の皆様、ぜひ 

ご一緒に英会話を楽しみませんか？ 

 

【Welcome to Let’s Enjoy English!】 

Let’s Enjoy English together！ 

【生活支援部会】 
                            生活支援部会長 香取 ジェンマ 

令和３年度の事業として、「外国人のための生活支援の在り方」と防災訓練を予定 

しておりましたが、新型コロナの影響で残念ながら中止となりました。 

令和 4 年度は１１月２０日に「外国人のための生活支援の在り方」研修会を予定し 

ております。楽しみにお待ちください。 
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♦法人会員♦    2022.7.31 現在 

● 金沢工業㈱ 
● 中央工業㈱ 
● 新世紀事業協同組合 
● ㈱高橋芝園土木 
● ヤマザキビスケット㈱ 
● ㈱エイ・アイ・エス 
● ゴウダ㈱ 
● 医療法人社団 友志会 
● ㈱岡本工務店 
● 社会福祉法人 愛和会 
● 東洋プリンティング㈱ 
● 社会福祉法人 芳香会 

● 古河テクノビジネス専門学校 
● 医療法人 恵樹会 板橋クリニック 
● 学校法人 盈科学園 
● 粕谷卓也税理士事務所 
 
 
● 古河ロータリークラブ 
● 古河東ロータリークラブ 
● 古河中央ロータリークラブ 
● 関口 吉男（個人） 
 

古河市国際交流協会では 
＊会員を募集しています＊ 
申込書に記入の上、会費を添えて会員または事務局へ 

個人会員 1,000 円(学生･生徒500 円/年) 
法人会員 一口 5,000 円 
賛助会員 一口 5,000 円 

《お問い合わせ先》古河市国際交流協会 

事務局 古河市役所(総和庁舎) 
企画政策部 企画課内 

住  所 古河市下大野 2248 
電  話 0280-92-3111(内線 2127) 

Ｆ Ａ Ｘ 0280-92-3088 
https://ｋｉｆａ-ｉｂａｒａｋｉ．ｊｐ 

♦賛助会員♦ 

【ワールドキャラバン】 
                       令和４年度ワールドキャラバン 山腰 すい 

２０２２年 1 月 28 日、古河中等教育学校においてワールドキャラバンが実施されました。 

今回は中学 1 年生１２０人の生徒が 3 クラスに分かれて授業を受けました。 

今回の講師は中国・王 清さん、ニカラグア・田中アルパさん、スリランカ・カルハリウデシカさんの３ 

名です。 

王さんはパワーポイントを使って中国の紹介をしてくださいました。民族衣装がとても素敵でした。 

田中さんは国の文化、宗教、遊びを披露。ニクラグアの人は生きるために働いている。日本人は働く 

ために生きている。この言葉が心に残りました。 

カルハリウデシカさんはスリランカの首都コロンボの地図を見ながら解説。7 割が仏教、セイロン茶、 

世界遺産のお話をしました。 

将来、国際社会で活躍することのできる人材が育つ事を願います。 

 

田中アルパ先生（ニカラグア） カルハリウデシカ先生（スリランカ） 

王 清先生（中国） 先生方とご一緒に   （山腰） 

♦法人会員♦    2022.7.31 現在 

------------------------------------------- 


