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2022年度フェア開催予定

杉並区交流協会の職員募集！！杉並区交流協会の職員募集！！

イタリアに高円寺！？

　杉並区役所 1 階のコミュかるショップで
は、年間を通じ、定期的なフェアを開催し
ています。フェアでは、普段販売していな
い商品も数多く店頭に並びますが、販売直
後に品切れとなる商品もあります。フェア
開催後は、お早めにお立ち寄りください。

　“高円寺” の地名を冠した飲食店が２月８日、イタリア・ヴェネツィア
にオープンしました。お店を開いたのは、高円寺南でイタリア料理店
「IL DOGE（イルドージェ）」と「EL PORTEGO（エル・ポルテゴ）」
を運営する三浦貴広さんです。三浦さんは、高円寺とヴェネツィアとい
う自身の愛する２つの地域の文化の橋渡しとなる場所を目指して2011
年に開業。コロナ禍に屈せず歩みを進め、遂に念願のヴェネツィア店
「koenji Venezia」開店にこぎつけました。店内には高円寺の写真が飾
られており、杉並の魅力を発信しています。杉並区は、イタリアオリン
ピック委員会と協定を結び、東京2020 大会に出場した伊カヌーチーム
の練習場所の提供や区民との交流を行うなど、イタリアとの絆がありま
す。三浦さんは「イタリアと杉並の文化交流が広がる仕組みをみんなと
一緒につくりたい」と目を輝かせています。皆さんも食を通じた文化交流
を始めてみませんか。

　杉並区交流協会は、地域での草の根交流などを積
極的に推進する活動拠点として、多くの区民の皆さ
まに支えられ活動を行っています。一般財団法人と
なって２年目を迎えた今年度から、こうした活動を
より積極的に行うため、区民の皆さまから寄付を募
り、在住外国人の支援、多文化共生社会の相互理解
の向上事業に活用させていただきます。皆さまのご
理解と温かいご支援をよろしくお願いいたします。

活用対象事業
・外国人への日本語学習支援
・外国人のための相談、通訳派遣
・外国人による日本語スピーチ大会
・日本在住外国人の生活支援イベント、
　講座の開催
・東京高円寺阿波おどり台湾公演

koenji Venezia の情報は次の
インスタグラムで発信されています。

https://www.instagram.com/koenji.venezia/

交流協会では、経理事務のほか、事業の
企画運営を担当する職員を募集します

外国人のための 実施報告実施報告無料専門家相談会

国籍

相談者数 11人 相談件数 16件　都内の自治体等でリレー開催している無料相談
会。杉並区では、昨年に続いて新型コロナウイルス
の感染予防のため、事前予約制で開催し、11人の相
談を受け付けました。

専門家
弁護士、行政書士、社会保険労務士、税理士、臨床心理士
通訳ボランティア5言語
英語、中国語、スペイン語＊、タガログ語＊、ネパール語
(＊ZOOM)

人数
3
2
2
2
1
1
11

　　　　国名
ネパール
アメリカ
フィリピン
中国
ブラジル
ペルー
総数

件数
6
2
3
2
2
1
16

　　　　カテゴリー　
在留資格・ビザ・旅券
保険・年金
税金
相続
住宅・不動産
心の問題・人間関係など
総数

件数
4
6
2
3
1
16

　　　　専門家　
弁護士
行政書士
社会保険労務士
税理士
臨床心理士
総数

開催日時：2022年 2月19日（土）13:00～16:00 　会場：杉並区役所中棟 6階 第4会議室

相談内容別件数

専門家別対応件数

「食」で杉並とイタリアの橋渡し役に
伊ヴェネツィアに杉並発の飲食店開店

2022年度の
フェア開催についてコミュかるショップからのお知らせ

勤務期間：6 月 1 日から
勤務時間：月16日。午前8時30分～午後5時15分
勤務場所：杉並区交流協会
資　　格：①～③全てに該当する方

①日商簿記3級以上で、経理事務経験3年
　以上の方
②高校卒業程度の学力を有する方
③Windows Office を使った事務処理や
　資料作成等ができる方

募集人数：1 人

報　　酬：18 万 5856 円（3年度実績）
そ の 他：期末手当・有給休暇あり。社会保険加入。

 交通費支給（上限あり）
履歴書に応募動機（様式自由。800字程度）を添えて、
4月 28 日午後 5 時（必着）までに杉並区交流協会
（〒166-0004 阿佐谷南1-14-2 南阿佐ヶ谷ビル 5階）
へ郵送・持参
問 合 せ：杉並区交流協会

※新型コロナウイルス感染症の状況等により、中止または延期になる場合があります。
今後の新型コロナウイルスの感染状況を見極めて計画していきます。詳しい情報は、協会のホームページにてご確認ください。

外国人のための無料専門家相談会

日本語スピーチ大会

６月 /９月 /10月
/ 3月

10月中旬 未定

10月～区交流自治体へ阿波おどり団
派遣

中学生親善野球大会
（杉並区開催）

子ども日本語教育推進事業
―日本語学習支援ボランティアの養成ほかー

外国人とのコミュニケーション講座
～やさしい日本語～

その他、ウエルカム・パーティー、異文化理解講座、ホームビジット事業、交流自治体訪問ツアー、台湾友好親善ツアーなど

9月10日（土）

　　未定

2023年 2月18日（土）

2023年 3月 4日（土）

まるごと台湾フェア2022

海外文化セミナー

杉並区交流協会の主な事業予定

ご寄付のお願い

2022年度
主催する事業主催する事業

※ 詳しくは協会ホームページをご覧ください。

区、他団体との連携事業

４月１日～　なみすけフェア
７月１日～　サマーフェア
10月１日～　なみすけフェア
12月１日～　名寄もちフェア
３月上旬　　南相馬市応援フェア
※各フェアは２週間程度の開催です

ＡＭ9:00 ～ＰＭ４:30
（月～金）
※月末は棚卸しのため
　9:00～12:30
※土日祝日・年末年始を
　のぞく

ショップの営業時間

※具体的な寄付方法につきましては、電話連絡または交流協会のホーム
　ページをご覧ください。　問合せ：杉並区交流協会

ペトル・ホリーさんに
お話を聞きました
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●小千谷ふるさと市場
新潟県小千谷市の笹団子や新鮮野菜などの販売
◇日　時：4月18日（月）10:00～14:00
◇場　所：区役所中杉通り側入口前
●吾妻の朝市
群馬県東吾妻町の新鮮な農産物の販売
◇日　時：4月21日（木）、5月19日（木）

6月23日（木）
10:00～14:00

◇場　所：区役所中杉通り側入口前
●おぢやフェア
新潟県小千谷市の笹団子や小千谷そば（へぎそ
ば）、魚沼産コシヒカリなどの販売
◇日　時：4月24日（日）、5月22日（日）、

6月26日（日）
11:00～13:30

◇場　所：小千谷学生寮（井草4-16-23）

●北塩原村観光物産展と写真展
福島県北塩原村の高原野菜や山塩、花豆などの
特産品販売と写真展
物産販売
◇日　時：5月26日（木）～27日（金）

10:00～15:00
◇場　所：区役所中杉通り側入口前
写真展
◇日　時：5月23日（月）～27日（金）

8:30 ～17:00
◇場　所：区役所2階区民ギャラリー
●名寄市アスパラまつりと写真展
北海道名寄産のグリーンアスパラ等の販売と風景
写真の展示
物産販売
◇日　時：6月1日（水）～6月3日（金）

10:00～14:00
◇場　所：区役所中杉通り側入口前
写真展
◇日　時：5月30日（月）～ 6月3日（金）

8:30 ～17:00
◇場　所：区役所1階ロビー
●忍野村写真展
◇日　時：6月6日（月）～10日（金）

8:30～17:00
◇場　所：区役所2階区民ギャラリー
●南伊豆町物産展
伊勢海老の味噌汁試食サービスのほか、干物や
海藻など静岡県南伊豆町の特産品販売
◇日　時：6月20日（月）10:00～14:00
◇場　所：区役所中杉通り側入口前

1階コミュかるショップ前
※物産販売はいずれも雨天実施。売り切れ次第
終了となります。

　マイバッグ（買い物袋）をご持参ください。
　新型コロナウイルス感染症の状況により、中止
　となる場合がございますので、ご注意ください。
問合せ：区役所文化・交流課交流推進担当

☎03-3312-2111（代表）

◆ 国内交流自治体からのお知らせ ◆

交流イベント情報交流イベント情報Event Information from SACE 

交流協会の会員になりませんか？交流協会の会員になりませんか？
杉並区交流協会では、国内・国際交流の推進をはかるために、様々なイベント
を企画しています。あなたも会員になって、楽しく交流しませんか？

・個人会員  1,000円／年
　（9月以降入会の場合は初年度に限り500円）
・法人会員  20,000円／年

入会の月から3月31日まで（当年度末）

① イベントの情報や交流に関する情報紙［交流ニュース・
NEWS LETTERなど］をお届けします。  

② 協会が実施するイベントに優先的に参加できる会員枠があ
ります。

③ イベント参加費に会員割引があります。

年度会費

会員期間

会員特典 申込方法
入会希望の方は杉並区
交流協会まで申込書類
をご請求ください。

↑料理の一品
→右端：三浦さん
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2017年11月海外文化セミナーでの講演

チェコの街並み

チェコブルタバ川

第14回日本語スピーチ大会での講演

インタビューでの
ペトルさん

ペトル・ホリーさんにお話を聞きました杉並区で暮らす
外国ルーツの人
　ペトル・ホリーさんが初来日したのは1990年。短期語学留学生として1カ月間滞在し、その後、国費
留学生として再来日して、歌舞伎の研究に打ち込みました。2006 年から 6年間はチェコ大使館が設立
したチェコセンターの初代所長を務め、2012年に杉並区民になりました。現在は通訳・翻訳業のかた
わら、チェコをさまざまな角度から紹介する「チェコ蔵」を主宰しています。2021年 4月には一般財団
法人杉並区交流協会理事に就任されました。
　ペトルさんと杉並区交流協会の出会いは2017年11月に開催した「海外文化セミナー・チェコ」。「チェコ
の魅力」と題する講演の中で、ペトルさんは民俗学者で建築学者でもあった今和次郎さんが欧州見聞旅
行の途上で、プラハから阿佐ヶ谷の妻に葉書を送ったことを紹介されました。1930年のことです。（広報T）

　 チェコと日本とのつながり
　私が日本に関心をもったきっかけは14歳の時に母親からもらっ
た 1 冊の本でした。それから図書館や古本屋で日本関係の本を
読みあさりました。印象に残ったのは、19世紀末から 20世紀初
頭に日本を訪れたチェコの人たちが書いた旅行記です。新渡戸
稲造の『武士道』は 1904 年にチェコ語に翻訳されていますし、
プラハには戦前から続いている盆栽や空手クラブがありました。
高校生の時には映画館で「楢山節考」や「砂の女」、「乱」など
日本映画も観ました。チェコには親日家が多いのです。
　日本にもチェコとのつながりを見出すことができます。岩倉使
節団に随行した伝習生たちがチェコで学んだのは、鯉の養殖や金
属加工の研磨、カットグラスの技術です。平山成信さんの『昨
無録』という記録書の中に出てきます。
　また日本にはチェコ人が手がけた建築物がいくつも残っていま
す。たとえば、広島の原爆ドームは、もとはチェコの建築家、ヤン・
レツルが設計した広島県物産陳列館（1915年完成）です。レツ
ルは聖心女子学院や上智大学の初代の建物を設計しました。
　帝国ホテルを建設するため1919年に来日したアントニン・レー
モンドもチェコ出身のアメリカ人です。独立して設計事務所を立
ち上げ、聖路加国際病院や東京女子大学礼拝堂などの設計も手
がけました。関東大震災で倒壊した横浜のカトリック山手教会を
再建（1933年）したのは、同僚のチェコ人、ヤン・ヨセフ・スワガー
です。
　 ドイツ語とチェコ語
　チェコは 1918 年までオーストリア＝ハンガリー帝国に支配さ
れ、1939年からはドイツの保護国にされました。公用語はドイ
ツ語でチェコ語は庶民の言葉でした。どちらの言葉が得意かで出
身階層が分かります。例えば、チェコを代表する音楽家のスメタ
ナは中流の良家出身だったのでドイツ語で育ち、庶民出身のドボ
ルザークはチェコ語が話せるといった具合です。こうした歴史が
あるため、チェコの人たちは戦争が大嫌いです。

 　ペトルさんは17歳まで共産主義の社会で育ちま
したが、意外なことに西側の情報も得ていたと言い
ます。テレビアンテナの向きを少し変えると西ドイ
ツの放送が聞けたのです。1989 年 11月 17日金曜
日に起きたビロード革命を担ったのは若者たちでし
た。一人の犠牲者も出さなかったことが誇りです。
翌日弟と国民大通りに行くとローソクが灯され、お
ばさんたちが泣いていたり、大人たちが 2～ 3 人ず
つ集まって語り合っていました。週明けの月曜日に
は高校でもストライキがはじまり、ドミノ倒しのよ
うに全国に広がり、12月には新しい大統領が選ば
れました。このような劇的な歴史的瞬間に 17歳で
立ち会ったことは、ペトルさんの社会の見方や人生
観にどのような影響を与えたのでしょう。次の機会
に伺いたいです。

　 おすすめの観光スポット
　南ボヘミアにある世界遺産チェスキー・クルムロフ
をお薦めします。街のシンボルであるお城を造るため
の巨額な財源を領主はどうやって手に入れたのでしょ
う。鯉の養殖だと言われています。プラハにもチェス
キー・クロムロフにも、ルネッサンスにゴシック、そし
てアールヌーボーなど時代を特徴づける建物がたくさん
残されています。残っているだけでなく、いまも住居と
して使われています。時代は変わっても、残すべきもの
は残していくことが大切だと思います。
　チェコの庶民はバロック文化を大切にしています。日
本の歌舞伎にはバロック的なところがあるように思い
ます。歌舞伎の所作は大げさですよね。誰にでも、遠
くからでも見えるように工夫しているところに、バロッ
ク演劇との共通性を感じます。
　チェコには世界遺産が15～16カ所あります。チェコ
は北海道と同じくらいの広さなので、プラハから地方
にも日帰りで行けます。おいしいビールと白ワインもあ
りますが、あまり輸出していないので、ぜひ、現地で
お楽しみください。
　 杉並区の魅力
　杉並区の魅力は場所によって「むら」のような雰囲
気が残っているところです。私の家の近くには井伏鱒
二さんが住んでいた家があります。昨年『シブヤで目
覚めて』を出版したアンナ・ツィマさんも杉並区民です。
この小説はチェコ最大の文学賞であるマグネジア・リ
テラ新人賞ほか多数の賞を受賞しました。杉並区は今
も昔も文豪や文化人に愛されています。杉並区と協力
して女子美術大学の学生たちとキャラクター創作や、
銭湯の復活などに取り組んだことがあるので、アート
ビエンナーレみたいなことができないだろうかと、漠
然とした夢も描いています。皆さんと相談しながら、「杉
並区は文化的で創造的な面白い地域だ」とアピールを
するお手伝いをしたいと思います。

▶授賞式に先立ち休憩をはさんで、会場ではプログラムに沿っ
て、以下のエベレストインターナショナルスクールジャパンの
児童、生徒による日本語スピーチがありました。
　小学校1年の Regmi Nabinさんは、「ネパールのお祭り」に
ついて。小学校 6 年の Zoha Fareed さんは、「日本語や学校
生活の感想」など。中学校1年の Pokharel  Samriddhiさん
は、「ネパール料理の辛さや、食材特に肉の摂取」について、
観衆を前にしっかりとした口調で話しました。
　また、「北村姉妹」による津軽三味線の演奏も行われまし
た。「北村姉妹」は、「じょんがら節」、「ソーラン節」、「こき
りこ節」をユニット用に編曲し演奏、また、オリジナル曲「ミッ
ション」を披露してくれました。発表者、観客は、姉妹の息
のあった津軽三味線のダイナミックと繊細さとが交互に奏で
られる世界に魅了されました。
▶2年余に及ぶコロナ禍の中、観覧者の人数を制限するなどの対
策をしながらの開催でしたが、様々なご協力のもと、今回も
また表現やテーマに関して新鮮で温かい感動の余韻が残る大
会でした。

◆初めてこの大会のスピーチを拝聴しました。スピーチの内容が興味深くて、うなづきながら楽しく時間を過ごしました。
◆日本に来られた外国人の方々の生の声が聞けて良かったです。世界と日本とのいい窓口になっていただきたいと思います。
◆それぞれ素晴らしいスピーチで感動しました。日本と母国との架け橋として、これからのご活躍に期待しています。
◆様々な国からの来日者によるスピーチは、日本人にとって自分たちの国を再認識できる良い機会となりました。
◆皆さん方のパワーと視点の新鮮さに感動しました。

▶これらの発表の中から、以下の賞が授与されました。

以下は発表者の一覧です。（氏名・国籍・タイトルの順での一覧の掲載）

ぐら

集合写真津軽三味線 北村姉妹

アンケートで寄せられたコメント

5．陳　蕊

6．Thet Thiri San

9．Wahyu  Widyaningrum

チン　ズイ

テッ 　　ティリ 　サン

ワユー　　　　ウイデイヤニンルム

第　 回
日時：2022年3月12日　13:30～17:00　　場所：杉並区役所  第4会議室

外国人による19 日本語スピーチ大会日本語スピーチ大会日本語スピーチ大会
　外国人による日本語でのスピーチ大会は、8 カ国 13人の発表者と約100人の観覧者を迎えて開催されました。大会出場
者は学んだ日本語力で、日頃考えている意見や希望を披露しました。
　今回の発表全体の印象として、最近の社会情勢を反映した積極的意見やまた様々な「愛」を深く捉えている視点が感じ
られました。また、それぞれの出身国の文化を背景にした、のびのびとした個性が伝わる活気に溢れた大会でした。（広報Y）

Adhikari  Upama
Yudiyanto
Su  Nyein  Thu
Utaev  Laziz
陳　蕊
Thet  Thiri  San
Tenzin  Jamtsho

  アディカリ         ウパマ

  ユディヤント

 ス　      ニン　    トゥー

  ウタエフ     ラジズ

チン　ズイ

    テッ      ティリ     サン

   テンジン      ジャムツォ

   ファム      ティ     トゥ     ハー

    ワユー          ウイデイヤニンルム

   テッ        ナイン     ウー

   ポンクシェ       プーヴァ

 チャン     ティ     ホアイ       フォン

 コ　   レイヒ

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Pham  Thi  Thu  Ha
Wahyu  Widyaningrum
Htet  Naing  Oo
Ponkshe  Poorva
Tran  Thi  Hoai  Phuong
胡　灵熙

氏名 NoNo 氏名　 　国籍
ネパール
インドネシア
ミャンマー
ウズベキスタン
中国
ミャンマー
ブータン

　 　国籍
ベトナム
インドネシア
ミャンマー
インド
ベトナム
中国

　　　　　タイトル
ネパールと日本の料理
人生の価値とは？？？
私の望み
パワハラをなくすには
日本と中国の相違点
私の国　ミャンマー
日本に来ていろいろ経験したこと

　　　　　タイトル

音響式信号機に気づかされること
お父さんありがとう

コロナで感じたこと
その曖昧さこそ、日本的な美しさ

べトナムで 野菜の有機栽培
に挑戦したこと

日本とインドの食文化と伝統
文化の共通点と違い

レグミ 　        ナビン

ゾハ         フリード

ポカレル　　　　　　サムリディ

C M Y K

3.Su Nyein Thu
ス　　 ニン　　　トゥー

10．Htet Naing Oo
テッ 　　ナイン　　ウー

11．Ponkshe Poorva
ポンクシェ　　プーヴァ

最 優 秀 賞

審 査 員 特 別 賞

優 秀 賞

優 秀 賞


