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【たぶんかこうさてん】

「ウ　　インター・ギャザリング」
～みんなで創る多文化の集い～

川崎市国際交流センターで行っているイベント・講座案内
下記の申し込み・問い合わせ先は国際交流センターまで（8ページ参照）

Mi nombre es Lita Yamashiro, soy de 
Perú. Vine al Japón como estudiante 
extranjera y vengo desempeñándome como 
profesora de español desde hace varios 
años. A través de mi formación académica 
y experiencia laboral no solo en el Perú, he 
tenido la oportunidad de aprender temas 
relacionados con la sociedad, cultura, 
economía, geografía, etc. de Latinoamérica. 
Por otro lado, como profesora de español 
he visto las necesidades de los alumnos y 
sus retos a superar. Por ello, me gustaría 
que estudiemos juntos, para que puedan 
comunicarse y disfrutar poco a poco de un 
nuevo mundo en español. En este curso 
está dedicado a principiantes, pues en él 
se estudiará español básico. También, con 
este aprendizaje se tratará de acercarse a 
la cultura y vida diaria de los países his-
panohablantes. 

ペルー出身のヤマシロ・リタです。留学
生として来日し、数年前からスペイン語講
師をしております。教育分野や経済関係の
仕事に就きたかったので、ペルーのみなら
ず中南米の地理、社会、経済の実情を多く
学んできました。一方、スペイン語教師とし
ては、生徒のニーズを理解し、苦手な部分
を乗り越えられるよう努めています。そんな
指導ができると教師として喜びを感じます。

スペイン語でコミュニケーションができる
ようになるため、スペイン語を通して新しい
世界を楽しむために、一緒に勉強しましょう！

このコースは、スペイン語の入門レベル
から始める、初心者のためのコースです。言
葉だけではなく、スペイン語圏の文化、習
慣、生活理解も含めたスペイン語学習を楽
しみましょう。

（文・写真：ヤマシロ・リタ先生提供）

スペイン語を通して新しい世界を見ましょう！（公財）川崎市
国際交流協会の
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¡UN NUEVO MUNDO EN ESPAÑOL!
¿Qué les parece si nos vamos a conocer un nuevo mundo en español?

去る11月29日（日）、国際交流センター・ホールを中心
に「第3回ウインター・ギャザリング」が「みんなで創る多文
化の集い」をテーマに開催されました。今回は、（公財）川崎
市社会福祉協議会が主催する「かわさきボランティアタウ
ンフェスタ2015」との同時開催という初めての試みでした。

ホールでは、「タウンフェスタ」のさまざまな活動の成果
発表等に交じって、中国やフィリピン出身の外国人市民

による歌や演奏、踊りが披露されました。「第3回外国人
が見た『カワサキ』フォトコンテスト」の表彰式では、山田長滿
協会会長から、受賞者に表彰状が手渡されました。その
後、審査委員長のチャールズ・オルソンさん（川崎市外国
人代表者会議副委員長）から、「外国人から見た『カワサ
キ』」の観点を大事にして選考にあたった」「今年は例年
になく力作ぞろいで、選ぶのに苦労した」ということばとと

もに各作品の講評がありました。
入選には至らなかったものの、牛
乳パックをリサイクルしている写真
や、回転ずし店の注文用タッチパ
ネルの写真など、外国人ならでは
のユニークな観点の作品が紹介
され、最後に受賞者の喜びのコメ
ントで終了しました。

そのほか、第1会議室では、当
協会実施の「外国人市民に聞い

た災害に関するアンケート調査結果」が、社会福祉協議
会の東日本大震災被災地への支援活動の報告とともに
展示され、世界のお菓子・バナナの春巻き試食コーナー
も好評でした。

（文：（公財）川崎市国際交流協会多文化共生課長）

「花は美しいひとすじの心で咲いて
いるから」これは、板倉真民佛教詩人
の言葉で、私たちが花に向き合う支え
となっている教えです。

創設者は55年前に花の世界に入
り、生け花からフワラーデザイン、そして
各種素材の造花と、時代とともに手
工芸分野にもチャレンジし、現在に
至っています。2014年は会の創立45
周年で、「この町を彩る花物語・四季
の花とインテリアデザイン・古布による
人形のコラボレーション」をテーマに

「記念作品展」を開催し、皆様のご後
援、ご協賛をいただいて盛会に終了い

川崎で頑張っている
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たしました。当会は市民の皆様とともに
歩むフラワー協会として、地域の文化
団体に加入し、川崎市国際交流セン
ターの事業にも参加しています。

昨秋からは、市立川崎病院のエン
トランスに季節のフラワーデザインレ
リーフを展示させていただき、ご来院
の方々に楽しんでいただいておりま
す。会員とともに心をひとつに、花を愛
するやさしい人々の出会いのお役に
立つことを願いつつ、活動して参りた
いと思っています。

これからの時代を担う若い指導者
の育成に努めることも、大切な目標で

す。2020年の東京オリンピックを控
え、川崎市を来訪される世界の人たち
に花やフラワーデザイン、手工芸を
もってお迎えするお手伝いができれば
どんなに素晴らしいことでしょう。

（写真・文：日本フラワー紫穂協会提供）

花のある空間を作り続けてもうすぐ半世紀です

日本フラワー紫穂協会
し　　　すい

しん　みん

●代表：長谷川 紫穂　●連絡先：（090）9243-6199
日本フラワー紫穂協会

し  すい

イベント・講座 内　　　　容

4月

6月

5月

7月

9月

全11講座（英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語）■前期語学講座（4月～9月）開講

世界各国の音楽をお届けします。■魅惑の音楽紀行

■川崎市市民交流団（7月19日～23日）

幼児～小学生対象。楽しく英語・外国語体験!■夏休みこども語学教室（英語ほか）

英語ネイティブによる講座（英語中上級レベル対象）。■英語による国際理解講座（5月28日、6月中）

9月～12月開講　◎午前コース（火・金） 9月27日～　◎夜間コース（水） 9月7日～■外国人のための日本語講座（2学期）

日本語による、諸外国の文化・慣習、時節に即したテーマの講座。（予定）■グローバルセミナー

4月～7月開講　※問合せ・申込随時
◎午前コース（火・金）保育あり 4月19日～　◎夜間コース（水） 4月20日～■外国人のための日本語講座（1学期）

川崎市国際交流センター発行の季刊誌（年4回：6月、9月、12月、3月）★「SIGNAL（シグナル）」夏号発行（6月15日）

当センター最大のイベント!　世界の料理、ステージ、物産など世界各国
の味、音楽、あそびを体験＆堪能してください♪

■2016 インターナショナル・フェスティバル
   in カワサキ（7月3日）

※内容、開催時期は、都合により変更になることがあります。

3席 「小杉のお散歩」 井上チッティポンさん タイ

2席 「母の塔」 楊材菁さん
ようざいせい

中国

1席 「南武線」
作品名 受賞者名 出身地

グエン・ダン・トアンさん ベトナム

友好都市20周年を記念して韓国・富川市を訪問します。（募集4月～）
プチョン

川崎市は、「川崎市国際交流センター」の管理運営について、2011年4月から指定管理者制度を導入しました。
2016（平成28）年度より、2020（平成32）年度まで、公益財団法人川崎市国際交流協会・株式会社東急コミュニ
ティー共同事業体が、引き続き運営を行うことになりました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

重要なお知らせ

別棟の「第6会議室」「第7会議室」「レクリエーションルーム」の抽選申込
平成28年6月21日～7月25日のうち20日間が、参議院選挙の投票所等（期日前及び当日投票所等）として使用さ

れる予定があるため、「ふれあいネット」による抽選申込が、この期間は受付け出来ません。
選挙期日が正式に決まり次第、施設の利用申し込みができる日をお知らせしますので御了承ください。

中国出身の
ソプラノ

歌手・金恵
絹さん

フォトコンテスト授賞
式後

（左より：審査委員
長、グエン・ダン・トア

ンさん、

楊材菁さん、井上チ
ッティポンさん、山田

協会会長）

フィリピンバンド・起源

INRAYOGのみなさん

おさ みつ
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