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昌徳宮（チャンドックン）

W O R L D

H E R I T A G E

〈昌徳宮〉1405年太宗（李朝3代国王）が建立。朝鮮時代の500年にわたり、王が最も長く住んだ宮殿。数百年の歴史と美しさを今に伝え、自
然と調和した風光明媚な庭園があることでも有名。主要建造物には日本語の表示もある。（写真提供：韓国観光公社）
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SPRING
やぁ！特集 日本で働く！ ～中国人会社員､タイ人調理師､日系人会社員 それぞれの模索～
とちぎで暮らして… 趙 敏廷（チョウ ミンジョン）さん
ようこそとちぎへ
中国人国際交流員
心に残る私の写真 サイパン 鈴木和枝さん
レポート
とちぎ国際セミナー
「国際交流・国際協力アラカルト」ほか

国際協力ミニ辞典 「ユニセフ」と「ユネスコ」
財団法人栃木県国際交流協会
Tochigi International Association

ホームページ■http://tia21.or.jp

メールアドレス■tia@tia21.or.jp

このコーナーでは在県外国人に体験談や日ごろの考えなどを話してもらいます。

趙
チョウ

敏廷

さん（31歳）
ミンジョン

プロフィール
韓国ソウル出身。高齢者
福祉の研究に従事する傍ら､
翻訳ボランテｨアとしても活
躍中｡宇都宮短期大学人間福
祉学科講師。宇都宮市在住｡
−趙さん、こんにちは。こちらの大学は初めて来まし
たが、とても静かで落ち着きますね。
趙 小高い丘にあるため学生は勉強に集中できるよう
ですね｡私は栃木県に来て２年になります。外国語であ
る日本語で授業をするのは、当初とても大変でしたが、
学生たちが私のイントネーションを直してくれたり、
優しく慕ってもくれるので楽しく過ごしています。
−こちらの生活にはすぐに慣れましたか。
趙 それには時間がかかりました。以前は叔母のいる
東京に住んでいました｡東京は外国人も多いし､親戚と
暮らしていた
ので､栃木県に
来た当初は､夜
も寝られない
ほどの寂しさ
を味わいまし
た。 ど こ で 誰
と知り合えば
いいかも分か
ら ず、 週 末 は
家から一歩も
▲学生たちとお祭りに参加

レポート①
帰国報告

浙江省杭州市西湖の夕日

栃木県が 友 好交流を進めている中
国の浙江省へ、中国語と中国文化を
学ぶため飛び立った友 好 交流員を覚
えているだろうか（本紙平成14年11月
号掲載）。半年間の研修を終え帰国し
た３名に思い出を語ってもらった。
栃木美香さん「予習復習欠かさず」
中級クラスで中国語を勉強しました
が､進度がとても早く予習復習を毎日し
ないとついていけませんでした｡留学経
験のある北京に比べると､浙江省は治
安も良く､温かい人たちばかりでした。
小野陽子さん「寮生活が楽しかった」
何と言っても寮生活が一番思い出に
残っています｡様々な国の人と中国語
で毎日生活できたことが新 鮮でした｡
辛かったのは食事ですね｡寮の食事も
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出ないという状態が最近まで続いていました｡
−今の趙さんを見て、全く想像できません。
趙 アジア人は比較的日本人に見た目が似ているため、
周囲も外国人という認識がなく､困っていても気づいて
もらいにくいです。特にアジア人は、自分から積極的
に話しかけることがとても大切ですね。
−そういう心がけをされているんですね。
趙 留学生時代には気にならなかったのですが､日本語
によるコミュニケー
ションの難しさがあり
ます｡韓国人は､はっき
りした言い方をします
が､日本社会では印象
が良くないことが分
かっているので、表現
には気を遣います。ま
た、｢いいです｣と言わ ▲美しいお母様と留学生の弟さん
れた時、ＹＥＳかＮＯのどちらの意味か迷うことがよ
くあります。
−日韓間の福祉にどのような違いがありますか。
趙 日本は年金制度が定着していますが、韓国ではま
だ制度が施行されて間もないので、子どものいない高
齢者の経済的不安はかなりあります。また日本は、介
護保険法も制定され、高齢者用施設なども画期的に変
化してきています。一方韓国では、施設に入ること自
体が一般的でなく、受入条件も厳しいです。また韓国
の研究分野は理論中心です。私は理論の積み重ねに基
づいて現場を見ることが重要だと思っていますので、
学生たちには､実践的な指導を今後も続けていきたいと
思っています。

油が多く､時々自炊し日本食を食べて
ました。
岡崎牧子さん「三国志を訪ねて・・」
私は中国の歴史に興 味があり、愛 日仏青少年短期研修生
読書である｢三国志｣ゆかりの地であ
TGV の車窓から
る四川省を訪ねることができました。
中国語はまだ初級なのでこれからも勉
県内の高校 生５名が、栃木県との
強を続けていきたいと思っています。
友好交流を進めているヴォークリュー
ズ県での滞在、現地高校の体験通学
などを通してフランスへの理解を深め
るため、14日間の滞在を終え帰国した
｡研修生が一番の思い出として口を揃
えるのが､ホームステイ｡各家庭には来
県経験のある高校 生がおり､もっと長
く滞在したいと思うほど心の通い合う
▲左から栃木さん、岡崎さん、小野さん
交流ができた｡また、フランス人の積
平成15年度浙江省友好交流員募集中！ 極性も見習いたいという。
応募資格 20歳〜35歳、県内在住、中国
語の簡単な日常会話ができる方
応募締切 5月30日（金）
派遣期間 平成15年9月〜平成16年2月
（6ヵ月間）
問合せ先 栃木県国際交流課（担当:三上）
1
028−632−2163
Eメール kokusai＠pref.tochigi.jp
▲地元高校生と地中海でクルージングを楽しんだ

栃木県国際交流員
葉

玲君

ヨウ レイクン

さん（34歳）
Ye LingJun

日本と中国との友 好交流な
どの 担 当として､4月から栃 木
県国際交流課に勤務している
葉さんにお会いしてきました！
−葉さん、こんにちは。ご出身は浙江省ですよね。
葉 はい｡栃木県と友好交流をしている浙江省の天台県
というところです｡天台県は天台宗の発祥の地というこ
とで､昔から日本や韓国との交流が盛んな所です。
−きれいな日本語ですが、どちらで勉強されたんですか。
葉 今から 1 0 年前に､１年間仕事から離れて、浙江大学
で日本語を集中的に学びました。その後は仕事に追われ
て、なかなか勉強するチャンスがないまま、現在になって
しまいました。私は外国語に興味がありますが、中でも日
本語が一番好きです。イントネーションが近いこともあり、
浙江省の人は日本語に向いていると思います。
−なるほど。他の外国語もできるんですか。
葉 日本語のほかに、韓国語と英語ができます。
−すごいですね。さて、県庁でのお仕事はいかがですか。
葉 私は中国では公務員で、仕事の内容は国際交流関係

レポート②
とちぎ国際交流セミナー
国際交流・国際協力アラカルト
〜世界の中のちょっといい話〜
講師 特命全権大使（NGO担当）

で す。 日本人の 働く
姿勢や同じ公務員とし
てどのような仕事があ
るかなど、とても関心
を持っています。栃木
県庁への派遣は､以前
から希 望し、 やっと
実 現できたので 張り
▲ご主人と８歳になる息子さんと
切っています。
−栃木県の印象はいかがですか。
葉 静かで自然が美しく､浙江省と景色が似ているのでとて
も落ち着きます｡４月上旬に来県したのですが､桜の美しさに
感動しました｡こ
ちらに来て初め
て、日本人がなぜ
あんなにも桜を
愛 する の か 分
かった気がしまし
た。
−今後、どんな
▲明るい人柄で場を和ませてくれる葉さん（左） ことに積極的に
取り組む予定ですか。
葉 多くの日本の方に、中国文化を紹介したいです。
特に私は子どもが大好きなので､学校訪問などで中国の
ことを理解してもらえるよう頑張りたいと思います。

立ち、援助・協力への強い信念がうか
がわれた。
なぜ他国を援助するのか…

時々こういう質問を受けることがあり
ます。一つの理由として恩返しという
さ お と め
みつひろ
ことが考えられると思います。日本は
五月女 光弘 氏
歴史的にみても、近隣諸外国等から多
くの援助や協力を受けてきました。ま
た、エネルギーや食料を輸入に頼って
いる現実から、他国との友好関係が
必要という側面もあります。個人的な
募金などは経済格差からみても、私た
ちにとっては小銭程度のものが、貧し
▲定員以上の参加者を前に熱心に語る大使
い国にとっては大変な助けになるので
去る平成１５年３月１１日（火）に、 す。理由はどうあれ、豊かな国が困っ
とちぎ国際交流センターで、毎年恒例の ている国を助けるのは当然であり、理
とちぎ国際交流セミナーが行われた。 屈ではないのではないでしょうか。
また、援助を受ける側も透明性が必
講師の五月女大使は、宇都宮市の出身
要です。有効ではない使い方をしてい
で、国内初のＮＧＯ担当大使という新し
いポストに昨年１２月に就任したばか る国は発展の可能性も阻まれ、その国
り。ＮＧＯ担当とは、政府とＮＧＯのよ にとってとても不幸なことです。
うな民間支援団体との間に立つような
講演後､ティーパーティが行われ、参
役割。五月女大使の講話は広い視野に 加者は大使と自由に交流を楽しんだ｡

栃木県南米移住者子弟短期研修生
来県

栃木県出身の南米移住者の二世・三
世が､日本そして祖父母などの故 郷で
ある栃木県を知るため､ブラジル､パラ
グアイ､ペルーから来県し､１月から２月
にかけての17日間､県内外の施設等の
見 学やスキー研 修 ､日本人 家 庭で の
ホームステイなど様々な活動を行った。
また､県立足利南高校では体験通学
を行い、授業やクラブ活動を通して同
じ高校生同士の交流を深めた。
横浜の海外移住資料館では、移住
者の歴史について熱心に見学し、｢日
系人として日本の文化を次の世代に伝
えていきたい｣と感想を語っていた。

▲横浜の三渓園（左から２番目が高田団長）
TIA ニュース
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栃木県人口の約1.5％を外国人が占め、その定住化が進むなかで、外国人の存在
も身近になってきた。
あなたのすぐ隣でも外国人が働いているかもしれない。
彼らはどんなことを考え、どんな環境で日本社会に向き合っているのだろうか。
中国人会社員、タイ人調理師、日系ブラジル人会社員に聞いた。

働く外国人の数
現在、日本ではどのくらいの外国人が働いているのだろ
うか。平成14年12月16日発表の厚生労働省の報告によると、
延べ227,984人で前
図1
年より2.8％増加し
ている。不況の影
響で、製造業従事
の多い中南米出身
者 は 減 少 気 味 で、
アルバイトをする中
（Ｈ 14.12 末 県国際交流課調べ）
国、 韓国などの東
アジア出身者に増加傾向がある。
栃木県内における外国人の数は､30,721人となり、出身
国は100カ国にも及び、世界の約半数の国々から来ている
計算となる｡主な出身国は図１のとおり。
県内で働く外国人の数は4.818人、外国人を雇用している
と報告のあった事業所は326。出身地域別で見ると､外国

人登録に比例して、ブラジル、ペルーといった中南米出身
者が大半を占めている。
（図２）
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10.3
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ヨーロッパ
れていない 労 働 者は、
その他
70.3
（中南米）
派遣や請負事業所を通
1.4（その他のアジア）
1.2（北米 ）
じて雇用されている場
図 2 出身地域別 （Ｈ14栃木労働局調べ） 合が多い。
職業別では､製 造業と
サービス業だけで､全体の
９割以上を占めているも
のの、多岐にわたった産
業に従事しているのが分
かる。
（図３）
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製 造 84.4

図3

職種別 （Ｈ14栃木労働局調べ）

それぞれの仕事
数字の上での傾向を見てみたが､具体的にどんな状況
であるか、県内で根をおろして働いている外国人の３
人にインタビューを試みた。
イン

q 来日のきっかけ
r 日本人の同僚との人間関係
w どうやって仕事を見つけたか t 日本社会で関心のあること
e 現在の仕事内容
y 今後の目標

ミン

殷 明

さん（39歳） 中国 上海出身
日本ジーイープラスチックス（株）開発部勤務

「海外留学は中国人の夢」
上海の大学を卒業したあと､大学に残り講師として「有機高分子｣を教えていました｡大学
の同僚から留学の話を聞き､興味を持ちました｡中国人にとって､先進国への留学は一つの夢
なんです。妻もすぐ承知し日本へ来ることを決断し､山梨学院大学に入学しました。当時の
同僚達はアメリカや日本に留学して成功を収めており、お互いの刺激になっています｡
w 就職活動は､年齢的なこともあり困難でした。大学の進路担当者には頼らず、自力で探
しました。企業に手紙を50通くらい出しましたが､ほとんど返事はありませんで
したし､電話をかけると発音の問題で訝 しがられることもありました。しかし運
良く知人の紹介で茨城の技術系の企業に就職できました。
e キャリアアップのため、現在の仕事に転職して2年になります｡プラスチックの
研究を進めており東京のマーケティング部が受けた顧客の要望に対し､どこまで
対応できるか開発をしています。
r 日本人の同僚は30人ほどいますが、関係は良好です。たまに飲みに出かけ
たりしますよ｡娘について言えば､中国で祖父母に育てられ、小学生になってか
ら来日したので、当初は食べ物に苦労していたようですが、今は楽しく学校に
通っています。
q

▲気さくな人柄の殷さん

いぶか

「家族主義と利益」

▲週末は必ず家族で過ごす

中国の会社にも変化が見られ､アメリカ式の成果主義、利益追求型になってきています。日本の会社は伝統的に､社
員を家族のように扱ってくれますが、日本も変化の時期に来ています｡株主の利益も重要であり､社員が大切か株主が大
切か､そこはバランスが必要なのだと思います。
y 新しいものを作るのが好きなので、こうした仕事は続けていくと思います。
t
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Pongson Waiboottree

さん（32歳） タイ バンコク出身

タイ語 翻訳通訳業兼調理師
バンコクで、観光会社に勤務していたころ、日本人観光客相手の日本人
ガイドの働きぶりを見て、自分も日本語を覚えれば十分な接客ができると思
い、日本へ行くことを希望しました。その仲介をしてくれた日本人ガイドは、
今の私の保証人と友人だったわけです。
w 翻訳や通訳の仕事は依頼を受けるかたちです。保証人である石川さんが
鬼怒川で経営する食堂「谺」
（こだま）は、留学生時代お世話になった恩
返しのつもりでお手伝いとして始めました。従っていわゆる就職活動はした
ことがありません。
q

▲お手伝いから始めた仕事が、調理師免許を取得
するまでに

｢タイ料理は がまん、がまん｣
翻訳の仕事には波があり､これだけでは食べていけません｡そこで食堂の仕事
もするようになりました。お手伝いのつもりが、調理の魅力にはまり、調理師
免許も取得しました｡この仕事は､作ることはもちろんのこと､日本人の好みに
合うようなメニュー作りも重要な仕事の一つです｡辛いタイ料理を毎日食べて
しまうと舌が鈍るので、国の食べ物は週2回だけに我慢しています。
r 食堂では７人の社員がおり、みんな優しくしてくれます。タイは､虚勢が必
要な国ですが、日本では逆に、謙虚で素直な心が大切です。
e

▲翻訳も大切な仕事のひとつ

「ビザは命綱」
外国人にとって一番の悩みは｢ビザ(在留査証)｣です｡ビザがなければ当然
日本にはいられません。学校を卒業し留学生でなくなっても、日本に残っ
て働きたい、日本が好きだから日本にもっと居たい…そんなささやかな希
望を叶えるためにも、そこにはビザという大きな壁があります。希望するビ
ザを手に入れるまでに､入国管理局に何度足を運び､何度苦い経験をした
か、その不安と緊張感は説明できないほどの精神的苦痛があります。今の
▲奥様のスパーナーさんと愛娘ナッチャワーちゃん（３歳）
ビザは何年もかかってやっと手に入れたものです。
この日本社会でタイ人である妻の存在はとても大きいです。彼女は楽観的かつ前向きで､いつも私を励ましてくれます｡
彼女がいなければここまで頑張って来れなかったかもしれません。
y 将来的にはタイと日本を行き来できるような仕事や生活を送りたいです｡娘にタイの学校にも通わせたいです｡そしてま
だ先ですが､老後はやっぱりタイですね。
t

エ ス テ ル
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Ester Higashie

さん（39歳） ブラジル

サンパウロ出身

日邦工業株式会社勤務
q 私も夫もブラジルでは銀行員でした。日本で銀行員というと安定したイ
メージですが、ブラジルは経済不安もあるので状況はかなり違います。家
を購入したい希望もあり、二人とも日系２世でビザも取れたので、日本へ
▲会社の社員旅行で行ったユニバーサルスタジオジャパン
働きに行く決意をし1991年に来日しました。
w 来日前には､仕事を紹介してくれるという人がいて､仲介料まで払いまし
たが､来てみると話が違っており､友人の紹介で今の会社に入りました｡
e 私はカメラの部品の品質管理や部品の発送・受取りも担当しています。
特に発送の仕事などは他の業者の方々と関わりもあり、学ぶことも多くと
ても楽しいです。
r 私はいつも日本人の立場を考えるようにしています。お互いの立場を考
えれば、問題はあまり起こらないですよね。
t 日本の物価の安定には驚きます。約10年前に来日した時から缶ジュース
▲ブラジル放送を受信し、本国の情報にはいつも敏感だ…
代が10円くらいしか上がってないでしょう。インフレに悩むブラジルでは考え
られないことです。物価が安定しているということは、来月どこかに旅行しようと計画したら､予定どおりに行けるというこ
とです。ブラジルだと物価変動で予定どおりにいかないこともよくあるんです。

「子どもの教育のために、早くブラジルへ」
多くのブラジル人のように、私も早く帰国したいです。初めは３年のつもりで来日しましたが、家を建てるために長く
なってしまいました。日本にいた子どもが、ブラジルの学校に溶け込むのに何年もかかると聞いています｡娘があまり
大きくならないうちに帰らなければなりません｡また帰国後は､何でも便利で安定した日本との比較はしないつもりです。

y
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このコーナーでは、日本や海外で異文化に触れたときの写真を、そのときのエピソードとともに紹介します

写真を提供してくれたのは、宇都宮市在住の鈴木和枝さん。２年前の冬休みに
「日本は寒いから、暖かい所へ行こう！」ということで、家族でサイパン旅行に行っ
たときの写真を紹介してくれました。

▲年に一度は家族旅行を楽しんでます。

木曜日の屋台
サイパン観光の中心地であるガラパン地区を走る
ビーチロードから西へ入る通りに、毎週木曜日の夜
になると 道いっぱいに屋台が出るところがありま
す。サイパン料理の味付けは独特で、辛いものもあ
りますし､バラエティに富みとても美味しいです。こ
の夜、私たちは鶏肉の串焼きに挑戦してみました。
やはり日本の焼き鳥とは違う味…でした。

さかな、さかな、さかな〜♪
一日に７回海の色が変化する「マイクロビーチ」から小型船に
乗り込み、５分ほど進んで沖合いへ。ここで、潜水用ヘルメット
を被り海中散歩を初体験しました。海中ではヘルメットが重し代
わりになって上手に歩け、顔もまったく濡れないので、めがねを
かけたままでもＯＫです。海底は、一面美しい青の世界、魚たち
が周りに集まってきてくれて、もう感動でした！
このコーナーで紹介する写真とエピソードを募集しています。詳し
くは、協会までお問合せください。
（℡０２８−６２１−０７７７）

外国人日本語ボランティア養成セミナー

県内の小中学校の先生を対象に、国
際理解を分かりやすく伝える方法を考
える参加型セミナーが平成15年2月27日
（木）･28日（金）
（参加日選択制）に実
6
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｢バトバト｣で遊んだり、ココナツ味の甘
いお菓子｢パリタオ｣を作るなどして、丸
ごとフィリピンを楽しんだ。

栃木県海外技術研修員帰国

平 成 14 年 度 の 研 修 員 が３月18 日
する授業を提案。後半は、インターネッ （火）･19日（水）に､約９ヶ月の技 術
ト活用法 や 参 加 者の学 校における国 研修を終え帰国した｡母国の発展に頑
張ってほしい！
際理 解の事例発 表 等が行われた。

わいわい地球っ子クラブ
フィリピンで遊ぼう！をテーマに第2
回の集まりが、 平成15 年 3月8日（ 土）
に行われた。国際パガサの会のフィリ
ピン人メンバーを迎え、体を使うゲーム

６カ国９名の技術
研修員

先生のための国際理解教育実践セミナー

t

グループワークで
意見を出し合う参加者

外国人に日本語を教える活動の促進
事業として、平成15年2月8日（土）から
4回コースで行われ､約8カ国30名が参加
した。対象は、ボランティア精神のあ
る日本語に堪能な外国人。講師は、宇
都宮大学講師の田中はるみ先生。短い
期間ながら、日本語の間違いやすい文
法や身近な物を使った教え方の工夫な
どを意欲的に学んだ。日本語を外国語
として一から学んだ経験を活かせる場
が今後見られそうだ。

施された。
前半は、参加型学習の実践方法につ
いて、｢世界がもし１００人の村だったら｣
を教材として取り上げ、経済レベルに
応じた量のお茶をコップに注ぐシミュ
レーションにより、富の不均衡を実感

ココナツ削りに挑戦する
わいわい地球っ子

TIA トピックス TOPICS IN TIA

t

（平成 15 年 4 月）

退任あいさつ

就任あいさつ

財団法人栃木県国際交流協会

財団法人栃木県国際交流協会

前理事長

齋

藤

清

衛

理事長

岩

崎

修

このたび、理事長職を退任させていただくことにな
りました。平成１４年４月の就任以来、関係機関、関
係団体等の皆様に多くのお力添えをいただきましたこ
とに、厚く御礼申し上げます。
栃木県国際交流協会の大きな役割の一つとして、全
ての県民の皆様に世界を身近に感じてもらおうとする、
国際理解の推進がございます。成果が目に見えるもの
ではございませんが、ここまで一歩一歩着実に、その
実現へ向かってきていると確信しております。これも
協会運営に対する皆さまのご助言やご協力の賜物と感
謝いたします。任期中、国際交流・国際協力に活躍さ
れる皆様に出会い、また国際化推進への一端を担うこ
とができ幸運であったと実感しております。
今後の皆様のご健勝をお祈り申し上げ、退任のあい
さつといたします。

このたび、財団法人栃木県国際交流協会理事長に就
任いたしました。
情報化社会の昨今、世界は日々狭くなってきていま
す。テレビ、インターネットなどを介して、私たちが
手を伸ばせばすぐ届くところに、世界が広がっていま
す。私たちの気持ち一つで、世界の人々は隣人として
付き合うこともできるのでしょう。それにはお互いを
理解し認め合うことが大切です。当協会では一人でも
多くの方々に、世界にあるいは県内の国際化に目を向
けていただけるような事業を考えていきたいと思って
おります。世界の平和と繁栄のために、私たちができ
ることを模索し、地域の発展に役立つことを企画し実
行していきたいと考えております。
今後とも ､ 関係機関・団体の皆様の変わらぬご支援
とご協力を賜りますよう ､ よろしくお願いいたします。

国際協力 ミニ辞典「○○って何？」

仕事。本部はアメリカのニューヨーク。
「ユネスコ」…世界の人々が教育・科学・文化の協力と交
流を行い、国際平和と人類の福祉の促進を行う。ユネス
コは子どもだけでなく、万人のための生涯教育、識字の
普及や世界遺産保護や学術研究への支援を行っている。
本部はフランスのパリ。
それぞれ日本国内に「財団法人日本ユニセフ協会」「財
団法人日本ユネスコ協会」「社団法人ユネスコ協会連盟」
という団体があります。ユニセフ、ユネスコと日本のみな
さんの橋渡しをし、活動をサポートする団体です。
財団法人日本ユニセフ協会 http://www.unicef.or.jp
社団法人日本ユネスコ協会連盟 http://www.unesco.or.jp
JICA国際協力推進員
栃木デスク（栃木県国際交流協会内） 佐藤玲子

今回のテーマ…「ユニセフ」と「ユネスコ」
今回は、読者から質問のあった「ユニセフ」と「ユネスコ」
の違いについてお答えいたします｡ユニセフもユネスコも､英語
の正式名称の頭文字をとっての略称です｡日本語に訳すと､ユ
ニセフは｢国際連合児童基金｣､ユネスコは｢国際連合教育科
学文化機関｣です｡どちらも第二次世界大戦後に作られ､世界
平和と生活水準の向上のために活動しています。
「ユニセフ」…世界の子供の生存や保護､健全な成長を確
保することが目的｡「子供最優先」の原則に基づき､主に
子供を対象に食料やワクチンの援助、安全な水とトイレを
使えるようにする､子どもが学校に行けるようにするなどの

国産第1号機の実績と信用

宇都宮 羽田空港
（直通高速バス １日７往復）

宇都宮から羽田空港へ150〜190分！
●柳田に専用駐車場（210台）完備 1日200円
羽 田 空 港 行
●運賃 大人片道
柳田（柳田大橋西）発
JR宇都宮駅発
小人1,750円 東武宇都宮駅西口発
鹿沼インター入口発
●鹿沼インター入口のみ 羽田空港着

3,500円

情報マシンとシステム販売

3,300

代表取締役 大
金
幸
司
本 社 〒321-0933 宇 都 宮 市 簗 瀬 町 1 7 8 5
電話（028）637−1933㈹ FAX（028）634−4191

3：05
3：20
3：23
3：37
5：40

3：45
4：00
4：03
4：17
6：20

4：35
4：50
4：53
5：07
7：10

5：35
5：50
5：53
6：07
8：30

6：40
7：05
7：08
7：22
9：45

8：35
8：55
9：00
9：17
11：40

15：35
15：55
16：00
16：17
18：40

円
宇 都 宮 行
小人1,650円 羽田空港発 10：00 14：35 16：20 18：00 19：30 21：10 22：40

●お問合せ・ご予約は羽田空港行予約センター
1（028）639― 6700

（平成15年４月１日現在）

関東バス

TIA ニュース

やあ！

7

参加者大募集!!

わいわい地球っ子クラブ
“どぉ〜んと 中国！”
今回のテーマは中国です。
とちぎ県で二番目に多い外国人て中
国人なの知ってた？それに、飛行機
に乗ればすぐ着いちゃう、とっても近
い国「中国」。いったいどんな国なん
だろう？中国人とゲームをしたり、お
しゃべりしたりして一緒に遊ぼうね!!
と

き

平成15年６月21日（土）
13：30〜16：00
場 所 とちぎ国際交流センター
（宇都宮市本町9-14）
入会できる人 栃木県の小学生
３〜６年生
年会費 1,000円
問合せ（財）栃木県国際交流協会
1028−621−0777

TIA法律相談･精神保健相談
のご案内

ＴＩＡライブラリーコーナー

TIAでは、通常相談のほかに、下
記のとおり、栃木県弁護士会、栃木
県精神保健福祉センターの協力を得
て、弁護士による法律相談及び、専
門職員による精神保健相談を行って
おります。
外国の方や外国の方との関わりで
お悩みの方は、お気軽にご相談くだ
さい。相談は相談専用室で行われ、
秘密は厳守いたします。どちらも無
料で、予約が必要です。
＊法律相談
毎月第１火曜日10:00〜12:00
＊精神保健相談
毎月第１･３火曜日13:30〜16:00
外国語の対応はご相談ください。
英語、ポルトガル語、スペイン語、
中国語、タイ語、ペルシャ語など
問合せ （財）栃木県国際交流協会
（相談専用電話）1028−627−3399

栃木県国際交流協会 事業案内
Tochigi International Association(TIA)

TIA ニュース「やぁ！」や在県外国人向け外国語情報紙の発行
とちぎ国際交流センター内には情報交換のためのメッセージボードの設置

各種イベント・講演会

国際交流促進や国際協力意識高揚を目的とした各種イベント、講演会の実施

TIA 協力者バンク

ホストファミリーバンク、インストラクターバンク、トランスレーターバン
クの運営

● 国際理解教育ビデオ（対象・小学校低学年以上）
はか せ

ホレホレ博士とパカタンの

企画 栃木県国際交流協会

おし

かん こく

韓国･タイ･インドの遊び
や食べ 物などの文化 紹
介を通した国際 理 解 教
育ビデオ。

ぶん か しょうかい

〜韓国・タイ・インドの文化紹介〜

財団法人

栃木県国際交流協会

業務課長として大島寿男が就任。
業務課主任の鵜山雄一が県国際交流
課へ一年間の実務研修。

＊会議室等の施設利用についてはご相談ください。

（財）栃木県国際交流協会
（とちぎ国際交流センター）

第75回定期演奏会

2003年6月15日（日）午後2時開演（1時30分開場）宇都宮市文化会館大ホール

〈演奏曲目〉
チャイコフスキー
「くるみ割り人形」
・お話付

R・シュトラウス
「ブルレスケ」ピアノ・三輪 郁
「バラの騎士」組曲

「ホレホレ博士とパカタンのみんなの
くらしを教えてね」

＜協会人事異動のお知らせ＞

＊この他さまざまな事業を行っておりますので、お気軽にお問合せください。

いづみ

西ノ宮浩

フィリピンのゴミ捨て場
スモーキーマウンテンの
強制撤去をとりまく周辺
住民の逞しい姿を追うド
キュメンタリー。

財団法人栃木県国際交流協会は、特
定公益増進法人（寄付金の損金算入
等の課税特別措置）の認定を受けて
います。当協会の事業にご賛同くだ
さる各企業、団体等のご出捐をお願
いいたします。

機関紙の発行・情報提供

浅野

監督

団体：国際交流たみの会様、栃木英語教
育研究会様、栃木タイムズ様
個人：モア・アレン様、蓬田宏治様
〜ご入会ありがとうございます〜

在県外国人また県民の皆さまの国際交流・国際協力に関する相談に ､ 専門の相談
員が応対

〈お話し〉

「神の子たち」

＜新規賛助会員の方々＞

とちぎ国際交流センターの交流ラ
ウンジ・図書閲覧室はどなたでも
気軽にご利用できます

相談事業

R・シュトラウス

とちぎ国際交流センター１階にある
図書閲覧室のお薦めビデオ情報！！

T
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栃木県自治会館
Tochigi-ken
Jichikaikan

Tochigi International Association
（Tochigi International Center）

県庁前通り Kencho-mae dori
〒
栃木県
栃木
総合文化
会館
センター
Sogo
Tochigi
Bunka
Kaikan
Center

田久保 裕一

全自由席 ￥1,500円 プレイガイド・チケットぴあ
お問い合わせ 栃響事務局1028-643-5288

N

二荒山神社
Futaarayama
Shrine

東武ホテルグランデ
Tobu Hotel Grande
至 大谷
To Oya

東武
Tobu Utsunomiya
宇都宮駅 Station

〈指揮〉

☆ＪＲ宇都宮駅より
作新学院または戸祭行乗車
県庁前下車徒歩 5 分
5min.from Kencho-mae Stop.
☆東武宇都宮駅より徒歩 8 分
8min.from Tobu Utsunomiya Station

栃木県庁
Tochigi Kencho

市水道局
Water Bureau
県庁前郵便局
Post Office
宇都宮 NIビル
Utsunomiya NI Bldg.

至 仙台
To Sendai

大通り Odori

J
R

宇
西口
West Exit 都
宮

県庁前バス停
Kencho-mae
Bus Stop

至 市役所

To City Hall

JR 駅
Utsunomiya
Station
至 東京
To Tokyo

編集・発行 財団法人栃木県国際交流協会
住所 〒320-0033 宇都宮市本町９-14 とちぎ国際交流センター内
T E L 028-621-0777（代表）028-627-3399（相談専用）
F A X 028-621-0951
業務時間 8：30～17：15
休館日／日曜・月曜・祝祭日及び12月29日から１月３日

