
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

おかげさまで JICA筑波センター開所 40 周年！ 

～これからも地域と世界をつなぐお手伝いを～ 

【主催】公益財団法人栃木県国際交流協会（TIA） JICA筑波 

とちぎグローバルセミナー2020 
Tochigi Global Seminar 2020 

“世界を感じる”13のセミナー 
2020年 7月 18 日(土)～9 月 12 日(土) とちぎ国際交流センターで開催! 

番号 セミナー名 期 日 時 間 

１ 簡単おいしいインド・カレーを作ろう！ ７月１８日（土） 10：30～13：30 

２ 北インドのフェアトレード事業と新型コロナ ７月２５日（土） 13：30～15：30 

３ 飛びたて高校生！高校留学の意義 ８月１日（土） 10：00～11：30 

４ ＬＥＴ’Ｓ！国際交流 ８月１日（土） 13：30～15：30 

５ 多様性の国アメリカ ８月８日（土） 10：00～12：00 

６ 七色の土を使って、お皿を作ろう！ ８月８日（土） 13：30～15：30 

７ ゲームで考えるチョコレートの旅 ８月２２日（土） 10：00～11：30 

８ ここがわたしの ANOTHER SKY!! ８月２９日（土） 10：00～12：00 

９ とちぎからネパール人の声を聞こう ８月２９日（土） 13：30～15：30 

１０ 自分で作れる！台湾ダンファンス ９月５日（土） 10：00～13：00 

１１ どうなってるの？ 世界と日本 ９月５日（土） 13：30～15：30 

１２ ブラジルの自然と文化 ９月１２日（土） 10：00～12：00 

１３ ワールドクイズツアー2020！ ９月１２日（土） 13：30～15：30 

※セミナー内容の詳細、及び問合せ・申込みは内面・裏面をご覧ください。 

 

栃木県内で国際理解、国際交流、国際協力等の活動を行う団体が、それぞれ特長を活かした内容

でセミナーを開催します。13の幅広いテーマを用意していますので、どうぞ奮ってご参加ください！ 

【参加団体（開催順）】 ①学校法人 アジア学院、②特定非営利活動法人 アーシャ＝アジアの農民と歩む会、③グローバ

ル・グループ、④栃木県青年国際交流機構（栃木 IYEO）、⑤栃木県産業労働観光部国際課、⑥クリエティブ・レインボープロジェ

クト、⑦まちなか・せかいネット—とちぎ海外協力NGOセンター、⑧栃木県青年海外協力隊 OB会、⑨ネパール支援有志の会サ

ンガサンガイ、⑩World Cooking Club、⑪JICA 筑波、⑫Sou Capoeira、⑬シャプラニールとちぎ架け橋の会 

 

◆筑波と世界をつなぐ様々な情報を発信中！ 

Facebook：https://www.facebook.com/jicatsukuba 

Twitter：http://twitter.com/JICATBIC 

https://www.facebook.com/jicatsukuba
http://twitter.com/JICATBIC


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《講 師》 ベロ・ルイパ氏（アジア学院） 

      山下 崇氏（通訳）      

《対 象》 一般(中高校生可)  

《定 員》 20 名  《参加費》 500 円 
実施団体：学校法人 アジア学院 

 アジア学院は発展途上国の農村のために働くリーダ

ーを育てる学校です。 

 今回は東北インド・ナガランド出身の職員ベロさんと

一緒に、インドのスパイスとアジア学院の食材を使って

ポークカレーを作っていきます。料理を作るだけでな

く、知られざる東北インド・ナガランドの文化や現状に

ついて学んでいきましょう。 

 英語での説明になりますが、日本人の通訳がつきます

ので、どなたでもお気軽にご参加いただけます。 

 

7月 18日(土) 10:30～13:30 

～作って、食べて、五感で学ぶ東北インド・ナガランド～ 

簡単おいしいインド・カレーを作ろう! 

１ 

《講 師》 カエル・ダント氏（栃木県産業労働観光部 

      国際課国際交流員） 

《対 象》 一般 

《定 員》 25 名  《参加費》 無料 
実施団体：栃木県産業労働観光部国際課 

 アメリカは世界の中でも人種や文化、生き物、環境な

どの多様性で有名な国ですが、その多様性をどこまでご

存じでしょうか？また、日本に住んでいるアメリカ人か

ら見て、アメリカはどのような国に映るのでしょうか？ 

 アメリカの多様な文化や民族、面白い動植物、魅力的

な場所などを紹介します。 

 アメリカ独特の食べ物、アメリカならではの自然・風

景、アメリカのものとは思えない生き物などを見てみま

しょう！ 

8月 8日(土) 10:00～12:00 

～アメリカ人から見たアメリカを学ぼう！～ 

多様性の国アメリカ 

５ 

《講 師》 ＡＦＳ留学から帰国した日本人高校生＆大 

      学生 

《対 象》 一般（小中高校生可） 

《定 員》 40 名  《参加費》 無料 
実施団体：グローバル・グループ 

 10 代の多感な時期、まだ人間として未完成な高校生

が日本という島国から飛び出て、言葉・文化・習慣の異

なる国で、ホストファミリーの一員となって生活を共に

し、現地の高校へ通う。どんな事が違い、どんな事が同

じなのか？ 

 ネットや本ではわからない異文化の中での人々との

交流、そして自分探し。 

 ヨーロッパ、中南米、アジア、USA 留学から帰国し

た高校生＆大学生の体験談をぜひどうぞ！ 

8月 1日(土) 10:00～11:30 

～10 代の留学にはどんなチャレンジが待っているのか？～ 

飛びたて高校生！高校留学の意義 

３ 

《講 師》 栃木県青年国際交流機構ＯＢ・ＯＧ 

《対 象》 一般（小中高校生可） 

《定 員》 40 名  《参加費》 無料 

 
実施団体：栃木県青年国際交流機構（栃木 IYEO） 

 旅行でも留学でもない、世界中の青年と一緒に活動し

学びを得る ｢内閣府青年国際交流事業｣についてご紹介

します。 

 海外派遣ってな～に？どんなことを体験したの？帰

ってきたらどう変わった？派遣参加者による生の声を

聞いて、ぜひ質問・疑問をぶつけてみてくださいね。 

 その他、あなたにもできる国際交流のご紹介や、行っ

てみたい！というあなたの相談にＯＢ・ＯＧがお応えし

ます。 

 

8月 1日(土) 13:30～15:30 

～知らない自分に会いに行こう まだ見ぬ扉の向こうへ～ 

ＬＥＴ’Ｓ！国際交流 

４ 

《講 師》 三浦 孝子氏（助産師・保健師・笑いヨガ   

ティーチャー／アーシャ＝アジアの農民と歩む会代表） 

《対 象》 一般（中高校生可） 

《定 員》 40 名  《参加費》 500 円 
実施団体：特定非営利活動法人アーシャ＝アジアの農民と歩む会 

●北インド ウッタルプラデシュ州は、人口過密、最貧困地域。

土地も持たない貧困層は、日雇い労働者として働き、遠くデリ

ーやムンバイ、アラブ諸国まで出かせぎに。コロナはこの人た

ちを直撃しました。ニュースでは見えない最新の北インドの

様子をお伝えします。 ●2019～20 年に開始した新規モリ

ンガ・大豆・縫製事業を紹介しながら、コロナに負けない農村

女性の活躍を紹介 ●奇跡の木モリンガで栄養不良児の低減

と収入向上（試飲試食あり） ●笑いヨガで免疫力アップ、コ

ロナに負けない心と体（笑いヨガ体験） ●モリンガパウダー

お土産付き 

7月 25日(土) 13:30～15:30 

～ロックダウンの中でも負けない農村女性活躍リポート～ 

北インドのフェアトレード事業と新型コロナ 

２ 

どのセミナーも

楽しそう！ さぁ、

どの扉を開けよう

かな？ 

とちぎグローバルセミナー2020 

Tochigi Global Seminar 2020 

 

※問合せ・申込みは裏面をご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《講 師》 まちなか・せかいネットのメンバー 

《対 象》 小学 4 年生から大人まで（小学生は付添い 

      要） 

《定 員》 10 名  《参加費》 無料 
実施団体：まちなか･せかいネット－とちぎ海外協力 NGOセンター 

 オリジナルのカードゲームを使って、前半はフェアト

レードに関係する産品が、私たちの手元に届くまでのプ

ロセスとそれらの原産国について学びます。 

 後半は、チョコレートをテーマに原料のカカオが作ら

れる環境やチョコレートが私たちの手元に届くまでに

起こる様々なハプニング（？）を体験します。 

 ２つのゲームを通して、フェアトレード産品やその他

のモノが生産されるプロセスと生産に関わる人々の生

活を知り、考えていきます。 

8月 22日(土) 10:00～11:30 

～フェアトレードのチョコと他のチョコは何が違うの！？～ 

ゲームで考えるチョコレートの旅 

７ 

《講 師》 県内在住のネパール人の皆さん 

《対 象》 一般（小中高校生可） 

《定 員》 40 名  《参加費》 300 円 

 
実施団体：ネパール支援有志の会サンガサンガイ 

 新型コロナウイルスを巡って、ネパールでも早くから感

染防止策としてロックダウンが実施され、日々の生活にも

様々な変化がもたらされました。日本でもネパール人を含

む多くの在留外国人の生活に影響をもたらしていること

が報じられています。 

 栃木県に住むネパール人、そしてネパールの都市や農村

に住むネパール人がどういう経験をしたのか、普段の生活

がどう変わったのか。彼らの声に耳を傾け、日本とネパー

ルの違いを感じながら、私たちができることを考えます。 

8月 29日(土) 13:30～15:30 

～栃木で、ネパールの町や村で、いま何が起きているのか～ 

とちぎからネパール人の声を聞こう 

９ 

《講 師》 JICA 栃木デスク 

《対 象》 一般（小中高校生可／小学生は付添い要） 

《定 員》 30 名  《参加費》 無料 
 

実施団体：JICA 筑波 

 テレビの向こうの遠い国での出来事は、自分とは関係ない?

自分と世界はどうすればつながることができる？そんなこと

を考えたことはありませんか？ 

 青年海外協力隊での暮らしで気づいた、SDGs（エスディー

ジーズ：持続可能な開発目標）につながるあれこれをお話しし

ます! 地球上のみんなの幸せのために私たちができることを

一緒に考えてみませんか？  

 当日は、2019 年 12 月に実施した高校生国際協力実体験

プログラムでの、県内高校生の SDGｓアクションプランを掲

示します! 

9月 5日(土) 13:30～15:30 

～SDGｓでつながる世界と私たち～ 

どうなってるの？ 世界と日本 

１１ 

《講 師》 菅原 美穂氏（料理） 

      田口 裕美子氏（文化） 

《対 象》 一般 

《定 員》 20 名  《参加費》 800 円 
実施団体：World Cooking Club 

 四方を海に囲まれた親日国―台湾。タピオカや小籠包、

夜市や屋台、異国なのに、どこか懐かしいノスタルジック

な街並み…近年人気の旅先として知られる台湾ですが、魅

力はそれだけじゃないんです！ 

 世界でも珍しい冷たい温泉「冷泉」、台湾で知らない人は

いない日本人「八田与一」、あなたは知っていますか？  

 知る人ぞ知る台湾伝統菓子「ダンファンス」、まだまだ日

本では珍しい甘くてしょっぱい不思議な卵スイーツを、陽

気な台湾人に教わりながら楽しく台湾通になりましょう。 

9月 5日(土) 10:00～13:00 

～食べタイワン♥行きタイワン（ルーロー飯付き）～ 

自分で作れる！台湾ダンファンス 

１０ 

《講 師》 栃木県青年海外協力隊 OB 会員 

《対 象》 一般（小中高校生可／小学生は付添い要） 

《定 員》 30 名  《参加費》 200 円 

 
実施団体：栃木県青年海外協力隊 OB 会 

 世界中が見えないウイルスの怖さを思い知った 2020 年。

各国で活動をしていた JICA ボランティア隊員たちは、緊急

一時帰国をすることとなりました…。 

 活動任期をギリギリ全うした隊員、残り数ヶ月で涙ながら

に帰国した隊員、これから本格的にという派遣半ばで帰国を

余儀なくされた隊員、いよいよ任国へという時に出国が叶わ

なかった隊員…たくさんのボランティアたちが今、日本国内

でもどかしい思いをしています。 

 派遣中の活動の様子や、現地に居られない今でも現地を想

い模索中の、ボランティアが熱く語ります!! 

 

8月 29日(土) 10:00～12:00 

～カメルーン・タンザニア隊員、奮闘を語る～ 

ここがわたしの ANOTHER SKY!! 

８ 

《講 師》 クリエイティブ・レインボープロジェクト  

      林 香君氏、五味渕 一彦氏、岩田 松雄氏 

《対 象》 小学生から大人まで(低学年は付添い要) 

《定 員》 20 名  《参加費》 無料 
実施団体：クリエイティブ・レインボープロジェクト 

 陶芸は世界中にあり、歴史もあります。栃木県の焼き物産

地は益子です。 

 今回は新規開発された七色土玉クレイで、自分のオリジナ

ルのマイ皿を作ってみませんか？ 

 色はブルー､トルコブルー､イエロー､オレンジ､ピンク､ペ

ールグリン､黒､白の七色です。好きな色を混ぜてつくったり、

マーブリングもでき、デザインも自由自在です。皆さんの感性

で宇宙をイメージして作ってみませんか？一人ひとりの表現

を楽しみにしています。形はお皿や鉢、大きさは手のひらぐら

い。1250 度で焼き上げます。 

 

8月 8日(土) 13:30～15:30 

～宇宙を創ろう～ 

七色の土を使って、お皿を作ろう！ 
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《講 師》 シャプラニールとちぎ架け橋の会、宇都宮 

      大学国際協力サークル KAKEHASEEDs 

《対 象》 小学生 

《定 員》 15 名  《参加費》 300 円 
実施団体：シャプラニールとちぎ架け橋の会 

 今年もやってきた！大学生が企画するクイズイベン

ト！私たちと一緒に世界を旅してみませんか？ 

 クイズに答えて、世界のことを楽しく学びましょう！難

しいお勉強ではありません！（クイズに全問正解すると何

かあるかも？） 

 世界の国と日本の違いはどこでしょう？何か新しい発

見があるかもしれませんね！ 

 パスポートを持って、いざワールドツアーへ！手ぶらで

参加できるので、気軽に来てくださいね〜。 

9月 12日(土) 13:30～15:30 

～クイズで世界を学ぼう！～ 

ワールドクイズツアー2020！ 

１３ 

参加ご希望の方は下記までお電話ください。なお、

お申し込みの際に、参加希望のセミナー名または番

号をお伝えください。 

公益財団法人栃木県国際交流協会 

Tochigi International Association (TIA) 

TEL 028-621-0777 

〒320-0033宇都宮市本町 9-14 とちぎ国際交流センター内 

【受付時間】９：００～１７：００  【休館日】日曜・月曜・祝日 

 

問合せ・申込み 
 

【場所】 とちぎ国際交流センター（宇都宮市本町 9-14） 

※県庁前バス停から徒歩 5分、東武宇都宮駅から徒歩 8分。 

※駐車台数に限りがありますので、公共交通機関のご利用にご協力ください。 

｢とちぎグローバルセミナー2020｣ 

参加ご希望の皆さまへのお願い 
 

①新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受

講時にはマスクの着用をお願いいたします。 

 
②当日参加される皆さまに体温を確認させてい

ただきます。検温の結果、37.5℃以上の発熱が

確認された場合、ご参加をお断りさせていただき

ます。 

 
③新型コロナウイルスの感染状況により、中止と

なる場合もございますので、予めご了承ください。 

《講 師》 野田 サチオ氏（カポエイラサークル 

      「Sou Capoeira」代表） 

《対 象》 幼児から大人まで(小学生までは付添い要) 

《定 員》 40 名  《参加費》 無料 
実施団体：Sou Capoeira 

 ブラジルといえば、「サッカー」「サンバ」「シュハス

コ（バーベキュー）」が有名ですが、他にもユニークな

名物がたくさんあります。 

 この講座では、ブラジルの大自然「アマゾン」の紹介

と、伝統芸能「カポエイラ（格闘技、音楽、ダンスの要

素が合わさったもの）」を楽しみながら、体験していた

だきます。 

9月 12日(土) 10:00～12:00 

～陽気に・楽しく・ブラジルを体験しよう～ 

ブラジルの自然と文化 

１２ 


