
開催時期 イベント名 イベント内容 開催時間 場所

7月
7/11（月）～15（金） 南相馬市写真展 「相馬野馬追」の写真展   8:30 ～ 17:00 区役所 1階ロビー  

区役所 2階区民ギャラリー（全面）
7/19（火）～20（水） 青梅市観光展 青梅市の特産品販売 10:00 ～ 15:00 区役所中杉通り入口前
7/19（火）～22（金） 青梅市写真展 青梅市の観光写真展   8:30 ～ 17:00 区役所 2階区民ギャラリー（全面）
7/24（日） おぢやフェア 小千谷市の特産品販売 11:00 ～ 13:30 小千谷学生寮（井草4-16-23）
7/28（木） 吾妻の朝市 東吾妻町の特産品販売 10:00 ～ 14:00 区役所中杉通り入口前

8月
8/19（金） 忍野村物産展 忍野村の特産品販売 10:00 ～ 14:00 区役所中杉通り入口前
8/25（木） 吾妻の朝市 東吾妻町の特産品販売 10:00 ～ 14:00 区役所中杉通り入口前
8/28（日） おぢやフェア 小千谷市の特産品販売 11:00 ～ 13:30 小千谷学生寮（井草4-16-23）
8/29（月）～9/2（金） 小笠原村写真展 小笠原村の写真展   8:30 ～ 17:00 区役所 1階ロビー  

区役所 2階区民ギャラリー（全面）

9月

9/1（木）～2（金） 北 海 道 名 寄 市 
一足早い秋の収穫祭 名寄産とうもろこし等の販売 10:00 ～ 14:00 区役所中杉通り入口前

9/5（月） 南伊豆町観光物産展
南伊豆町の特産品販売と 
伊勢海老の味噌汁試食サー
ビス（11時から）

10:00 ～ 14:00 区役所中杉通り入口前 区役所 1階コミュかるショップ前
9/9（金） 南相馬市物産展 南相馬市の特産品販売 10:00 ～ 14:00 区役所中杉通り入口前
9/12（月） 小千谷ふるさと市場 小千谷市の特産品販売 10:00 ～ 14:00 区役所中杉通り入口前
9/22（木） 吾妻の朝市 東吾妻町の特産品販売 10:00 ～ 14:00 区役所中杉通り入口前
9/25（日） おぢやフェア 小千谷市の特産品販売 11:00 ～ 13:30 小千谷学生寮（井草4-16-23）

　南伊豆町は、静岡県の伊豆半島最南端に位置する人口約 7,800 人の
町です。町の三方が海に囲まれており、温暖な気候に恵まれているため、
年間を通して海の幸や山の幸を両方とも楽しむことが出来ます。また、
伊豆半島はユネスコ世界ジオパークに認定されており、海底火山の作
り出した荒々しく雄大な景観もご覧いただくことが出来ます。そんな
南伊豆町のこの夏おすすめスポットをご紹介いたします。
　まずは、町を代表する海水浴場である「弓ヶ浜海水浴場」です。杉
並区民の皆様には、小学校の移動教室や弓ヶ浜クラブのご利用で大い
に親しまれている場所ではないでしょうか。その名のとおり緩やかな
弓なりの弧を描いた形をしている弓ヶ浜は、全長約 1.2 ㎞の海岸美が
特徴で、白砂青松の景勝地としても知られています。また、「日本の渚
百選」や「快水浴場百選」にも選ばれています。左右が岬で守られて

おり波の浸入を抑えてくれるため、
波が穏やかで遠浅になっており、お
子様とご一緒に安心して遊ぶことが
できます。今年度は７月23日（土）か
ら８月21日（日）が海開き期間となっ
ております。(※1)
　続いてご紹介するのは、「石廊崎」
です。石廊崎は南伊豆町の中でも最

　杉並区は東京 2020 オリンピック競技大会を機にウズベキスタンとホストタウン交流をはじめました。その一環として開催さ
れた「ウズベク料理教室」についてご報告します。講師は駐日ウズベキスタン共和国大使夫人ザファリさん、そして通訳兼サポー
ト役は長女ガウハルさんが引き受けてくださいました。お二人のやり取りに参加者からは、「普段の母子の会話も聞けて、家族は
みな世界中同じだなぁと、とても微笑ましく思えました」との感想も聞かれました。（広報T）

　メニューは家族や友人が集まるときに振舞われ
るという伝統料理「プロフ」（炊き込みご飯）。そ
してプロフに欠かせない玉ねぎのサラダと手作り
パンの 3 種類。プロフは玉ねぎを色づくまでじっ
くり炒めるところから始めます。次に牛肉とにん
じんを加え、最後にお米、そしてクミンで風味付
けをして炊きあげます。今回は牛肉を使いました
が、羊肉や馬肉、鶏肉を使うこともあります。男
性たちには羊肉、子どもたちには鶏肉のプロフが
好まれるとのことです。
　ザファリさんからの感想です。「皆さんがこんな
にウズベキスタン料理に興味をもってくださって
いることを知りとても嬉しく思います。日本の方
はにんじんがあまりお好きじゃないと聞いていた
ので少し心配でした。おいしいと言っていただけ
てホッとしています。皆さんと一緒に楽しい時間
を過ごせたことに感謝しています」。

「日本のおじいちゃんとおばあちゃん」
　ザファリさんと子どもたちが、札幌で暮らしていたお父さん（現
駐日ウズベキスタン大使）に合流したのは 20 年前のこと。ガウハ
ルさんは生まれて 3 週目のことでした。言葉も分からない異国で
子育てをするザファリさんを助けてくださったのが、お隣に住むご
夫婦でした。ザファリさんからこんなお話を伺いました。
　「困ったときはいつもお二人が助けてくださいました。子どもが
病気になったときは、上の子を預かってくれて、ごはんも食べさせ
てくれました。私たちにとってお二人は日本のおじいちゃんとおば
あちゃんです。
　大変だったのは子どもたちの給食でした。イスラム教徒は豚肉を
食べることができません。給食の献立表を見て、豚肉が入った献立
の日は、見た目が同じような料理を作って持たせました。でも、こ
んにゃくとかタケノコなど見たことも食べたこともない食材があっ
て、おばあちゃんに聞いたり、スーパーの総菜コーナーでどんな感
じのお料理なのかを見て作りました」。
　お母さんの心配りをガウハルさんはしっかり受け止めていまし
た。「今と違って YouTube もなかったので本当にたいへんだった
と思います。子どもだからみんなと同じものが食べたいだろうと、
頑張ってくれたんだと思います」。
　「お二人に出会えて日本人が大好きになりました。宗教とか関係
なく、お二人が分け隔てなく接してくださったことに感謝していま
す。お二人は子どもたちを孫のようにかわいがってくれました。
どこでも一番大切なことは理解し合おうとする心だと思います」
（ザファリさん）。

「ウズベク料理教室」開催！！駐日ウズベキスタン
共和国大使夫人の

5月13日（金）於：阿佐谷地域区民センター 企画

国際理解講座

日本ウズベキスタン文化センター

ウズベキスタンの器に盛りつけたお料理

ザファリさん（中央）・ガウハルさん（右）・
アミノワさん（左）

参加者から寄せられたコメントの一部をご紹介します。
・サラダの味付けが塩とコリアンダーだけなのに、驚きのおいしさ
でした。大使夫人の教え方が愉快で楽しい時間を過ごせました。
・日本にある食材でウズベキスタン料理が作れることがわかって
驚きでした。ウズベキスタン料理はおいしく、作るのもとって
も楽しかったです！
・料理だけでなく、ウズベキスタンと日本の繋がりや文化にも触
れることができ、とても有意義でした。

ご存じでしたか？ 
　日本ウズベキスタン文化センター代表のアミノワさんから、ご
自身が書かれた絵本「アミノフと兵隊さん」の紹介がありました。
　首都タシケントにある「ナヴォイ劇場」は、第2次世界大戦後に
抑留された日本兵が建設に携わりました。1966 年の大地震で市内
のほとんどの建物が倒壊するなか劇場は無傷でした。日本の建築
技術と抑留の身でありながら、「後世に残る劇場をつくる」と作業
を担った日本兵を尊敬するとの声が聞かれたそうです。
　「アミノワさんのお話を聞いて、日本とウズベキスタンの関係を
初めて知り、日本人はもっとウズベキスタンについて、知るべき
だと思いました」（参加者）。

まるごと台湾フェア2022

杉並区交流自治体　静岡県南伊豆町は魅力がたくさん！杉並区交流自治体　静岡県南伊豆町は魅力がたくさん！

台湾の文化や特産品などを紹介します。
日時：9 月10日（土）10：30～16：00（予定）
会場：阿佐谷地域区民センター（杉並区阿佐谷北１－１－１）
　　　JR中央線　阿佐ヶ谷駅より徒歩 5 分
　　　※車でのご来場はご遠慮ください。

南端に位置しています。太平洋に突
き出ているため、東に相模湾、西に
駿河湾を一望できる伊豆を代表する
景勝地です。石廊崎には、「石廊埼灯
台」をはじめ、海の守り神として信
仰を集め海上交通等のご利益がある
と云われる「石室神社」や、縁結び
のご利益があると云われる「熊野神
社」など、多くの見どころがあります。
石廊崎オーシャンパークの休憩棟内
には、南伊豆ジオパークビジターセンターや食堂も併設されており、
夏に嬉しいソフトクリームや干物定食といった軽食をお楽しみいただ
くことができます。
　その他にも、渡船でしか行くことの出来ない本州随一の透明度を誇る
秘境「ヒリゾ浜」や、豊富な湧出量を誇る「下賀茂温泉」、静岡県内で
漁獲高トップを誇る「伊勢海老」など、南伊豆町内には楽しいもの、美
しいところ、美味しいものがまだまだ沢山ございます。魅力たっぷりの
南伊豆町へのお越しをお待ちしております。
南伊豆の観光情報はこちら→（一社）南伊豆町観光協会【https://www.minami-izu.jp】
(※1) 新型コロナウイルス感染症の影響により変更になる場合があります。

南伊豆町役場
商工観光課観光推進係

鈴木　亜実

昨年の様子

コミュかるショップより 「南伊豆パス」クーポン付　の南伊豆ガイドブック（500円）を販売中！
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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。

※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）

SA2206 交流ニュース65 号 A3 表面



SA2206 交流ニュース65 号 A3 中面

防災について学ぼう！
　コロナ対策を万全に行い、2022 年 5月19日（木）杉並消防署に集まり、署員の皆さんから防災に関するお話をうかがい、
２つの体験、２つの訓練をしました。参加者は、外国人45 名。首都直下型地震が起きたときは道路が壊れたり渋滞したり
被害があちこちで同時に発生し、救助に向かうことは困難です。そんなときは「消防署を頼りにしないで、まずは、自分
で自分の身を守ってほしい」とお話しされていました。（広報 S）

東日本大震災応援の話
　東京消防庁ハイパーレスキュー隊は、東日本
大震災発生直後、津波による大被害を受けた
気仙沼に緊急消防援助隊として派遣され、避
難された方の支援・不明者の捜索を１週間行い
ました。その後、福島原発へ派遣され、放射
能防護服に身を包み、原子炉へ放水する等の
対応にあたりました。当時ハイパーレスキュー
隊だった杉並消防署のレスキュー隊の隊長はこ
の体験を
語り継ぎ、
次の世代
に伝えて
いくこと
に使命感
を持って
いると話
されまし
た。

外国人等児童・生徒に対する日本語教育推進事業の取組外国人等児童・生徒に対する日本語教育推進事業の取組

　令和4年 4月11日より「ウクライナ緊急支援寄附金」の受付を始めました。
5月中旬にはウクライナから杉並区へ避難して来られた方々に、「ウクライナ
緊急支援寄附金を活用した支援の申請書」を送り、活用いただくようお伝え
しました。
　６月２日、杉並区交流協会にて、ウクライナ人のご家族2名に、生活支援
一時金及び在留資格変更にかかった費用をお渡ししました。
　杉並区交流協会では、今後もウクライナから
杉並区へ避難してこられた方の生活支援等に、
皆様からの寄附を活用させていただきますの
で、引き続きご協力をお願いします。
　これまで杉成商店会、阿佐谷一番街商店会、
荻窪銀座商店街、天沼尚和会、泉南町会、善
福寺川ラジオ体操会、梅里2丁目町会、和田商
店会、杉並区職員労働組合をはじめ多くの皆様
からご協力いただきましたこと、この場をお借
りして御礼申し上げます。

　令和元年６月に施行された「日本語教育の推進に関する法律」等を踏まえ、今後の在住外国人支援事業等の更なる推進
を図るため、新たな在住外国人支援事業として、在住外国人の児童・生徒等を対象とした日本語教育推進事業を実施します。
　本事業の実施にあたっては、これまで杉並区交流協会が主に担ってきた外国人支援について、地域の力や専門家の知見等
を活用するとともに、区及び教育委員会とも連携して区内に暮らす子どもたちが生活していく上で必要な日本語習得等の支援
を包括的に支援し、地域生活や学校教育活動の充実につなげていきます。

　大型トラックの荷台に設置された小部屋の中で、東日本大震災や
熊本地震など実際に起きた震度７の揺れを体験しました。震度７の
揺れは強烈で、皆さん、潜っていたテーブルの脚にしがみついてい
ました。体験した女性に感想を聞いたら、「メチャ怖かった」。来日
前は、地震のことなんて考えたことがなかったそうです。

起震車体験

　火事になると室内は煙でいっぱいになり、視界がふさがれ回りが
見えなくなります。そんな状態で、どう逃げたらいいでしょう？　
　参加者は1人ずつ、無害の白煙が充満したテントの中を、煙を吸い
込まないように口をハンカチ等でおおい、煙は上にたまるので、姿
勢を低くして、片手で壁に触りながらゆっくり出口に向かいました。

煙体験

　いざというとき、消火器が近くにあっても扱った経験がないと、焦っ
てしまいます。消火器のハンドルを誤って握ると消火液が噴出する
ため、火元の近くに行くまで安全ピンを抜かないこと、火の勢いが
強くて危ないときはすぐに逃げて消防に通報することが大事です。
体験してみると、手順にとまどったり、消火器のノズルから出る水（消
火液の代用）を火元の手前にかけたりする人もいました。　①消火器
を固定する②ピンを抜く③ホースを握る④レバーを握って放水する

消火器取扱い訓練

　用意されていた訓練用端末には、画面に《家の中のストーブから
炎が出ている》《自動車と自転車がぶつかりケガ人がいる》等の絵
が映され、それを見ながら、状況を伝える通報訓練を行いました。
119 番通報をするときは、「Fire」（火事）か「Ambulance」（救急）
かを伝えてから、現場の住所あるいは目印を教えます。実際の災害
救急情報センターでは、英語など数カ国語でも対応してくれます。

119番通報訓練

事業の概要

日本語学習支援
ボランティアの養成
令和4年10月～12月
の間に全 10 回の講座
を実施

区立学校における
帰国・外国人児童・
生徒等の支援
在籍校に訪問活動する
日本語指導者と連携し、
専門講師が、支援・助言
を実施

子ども日本語
教室の開催

令和5年1月～3月の間に、
専門講師が日本語学習ボ
ランティアのサポートを得
て教室を開催

ボランティアが
サポート

ボランティアが
サポート

専門講師が日本語学習を支援

ウクライナ緊急支援寄附金

●郵便局（ゆうちょ銀行）寄附金口座
記　　号：11390　番号：01459721　
口座名義： ザイ）スギナミクコウリユウキヨウカイ 
●他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は、次の内容をご指定下さい。
店　　名：一三八（読み　イチサンハチ）　　店番：138　
預金種目：普通預金　　口座番号：0145972
区役所1階ロビーと杉並区交流協会事務局にも、募金箱を設置しています。　

　参加者からは、「初めての体験で、学んだ全てのことが、役に立つ訓練だった。」「消
防車を間近で見ることができ、消火器の使い方も勉強できて良かった！」「杉並消防署
の方が優しくて、熱心で丁寧に教えてくれた」などの感想が寄せられ大変好評でした。
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