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Kashiwa Cross-cultural Center

駐日レソト王国大使館から2名の外交官を講師としてお招きし、南アフリカ共和国に囲まれた独立国、
レソト王国のユニークな歴史、自然、ツーリズムについて、お話をいただきました。
2020年1月の港区主催の大使館訪問ツアーの一環として訪問した際、柏での講演会
開催を引き受けていただきました。新型コロナの感染拡大の影響で、2度にわたる延
期を経て、今回の開催となりました。
日本からレソトへは、香港、ヨハネスブルク経由で首都のマセルまで約19時間のフ
ライトです。面積は九州よりやや小さく、人口約200万人、言語はセソト語・英語、
宗教はキリスト教、独立は1966年の立憲君主制の国家(イギリス連邦加盟国)。主要貿
易相手国は南アフリカ・米国・ベルギーで、主要な輸出産物は衣類（GAP・LEVI’Sな
ど）・ダイヤ原石などです。近年は観光事業にも力を入れており、標高が高い国とい
うこともあり、スキー場もあります。
レソト王国の紹介ビデオでは、首都マセルの映像、建国への道のり、セサバテー
ベ国立公園などの自然、バソトブランケットなどのファッション、結婚式の様子、
一般的な学校教育とは異なった伝統的なレボロ教育、夜明けや日没の景色、ダン
スと音楽など、さまざまなこの国の姿に触れることができました。
Q&Aタイムでは、ビデオで紹介されたレボロ教育、南アフリカとの関係、最近
のコロナの状況、教育制度、携帯電話の普及状況など多くの質問がされ、柏市民
がレソト王国を知るきっかけとなりました。
当日は予約が満席になるほどの盛況で、会場には大使館から提供いただいたレソトの伝統的なバソトハッ
トやバソトブランケットの展示、ミニ写真展が行われました。

フレンドシップタイム「天空の王国・レソト王国」（6/18）

今回のテーマは左右に5枚ずつ羽根がついた10枚羽根の豪華な変わり鶴です。皆で笑いを交えながら和
気藹々と折り紙を楽しみ、あっという間に時間が過ぎました。参加者からは「柏に引っ越してきてまだ2
か月です。国際交流協会を調べていてこのイベントを知り、何十年ぶりかに折り紙をしました」「何枚の
折り紙でできているのか、1枚だったらどう折るのか気になって参加しま
した」「子供と一緒に、家でも折りたいです」などの声がありました。
変わり鶴には、羽で繋がっている2羽の鶴を1枚の折り紙で作る「妹背山」
という折り方もあるとのことで、講師が平和を祈り折ったウクライナ国旗
のカラー（青と黄色）の妹背山が参加者全員にプレゼントされました。
新型コロナの影響で対面での開催は約2年ぶりでしたが、梅雨の雲を払
うような参加者の笑顔いっぱいのイベントとなりました。

おりがみ教室（6/21）

外国人のみなさん 何かこまったことはありませんか？弁護士や行政書士が相談にのってくれます。家
族やパートナーによる暴力、離婚、VISA、職場でこまっていることなどを相談できます。予約してくだ
さい。
日時: 8月24日(水) 13:00～17:00 場所:パレット柏A 予約:KCC事務所

外国人のための無料法律・行政手続き相談会

動画掲載のお知らせ
2021年に制作された書道体験の動画の英語版をホームページからご覧になれます。

講師のお二人

バソトハット（モコロトロ）
とバソトブランケット
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今年は、開智国際大学、麗澤大学、ガールスカウト12団/17団、柏ユネスコ協会、ITC-J東葛、柏市観光協会と柏市国際交流協会が協力して開催しました。
期間中は、市内国際交流団体の写真やポスターなどをパネル展示し、市内在住の外国の人たちと「やさしい日本語」で交流サロンも開催しました。
また、開智国際大学留学生や麗澤大学学生のプレゼン、難民セミナー「日本の難民受け入れ」では、多くの事を学ぶことができました。

柏市在住のウクライナの人たちから、国旗や美味しい食べ物などについて話を聞き
ました。来場者も30名を超え、関心の高さが分かりました。初めにウクライナに関す
るクイズから、寿司の人気が高いことや伝統的な衣装のことなどを知ることができま
した。その後来場者からの質問に丁寧に答えていただきウクライナへの理解が深まっ
たと思います。ウクライナの人たちは、日本の温かい支援にとても感謝していると話
していました。

①ウクライナの人たちと交流サロン(7/4)

それぞれの国の、国旗、文化、教育、観光地や美味しい食ベものなど
興味深い話でした。
「どうしてフィリピンの人たちは英語が上手なの？」⇒学校では英語
とフィリピン語で勉強しています。
「中国では市場でも現金を使っていないのですか？」⇒アリペイ、ウイ
チャットペイで払っています。

②フィリピンと中国の人たちと交流サロン(7/5)

難民事業本部関西支部の中尾秀一先生を迎え「日本の難民受け入れ」
をテーマにオンラインセミナーを開催しました。夜の開催でしたが、
オンラインでは44名、会場に8名、併せて52名が参加しました。
日本は世界的に見ても、難民受け入れ数が非常に少ない国です。ワー

クショップでは、当初、難民認定されなかったものの、その後の裁判
で逆転勝訴した６つのケースについて、グループに分かれて話し合い
ました。今まで知らなかったことがわかり、引き続き考えていきたい
という感想が多く寄せられました。

⑥難民セミナー（7/9）

大人も子供も一緒に、アルミ箔、ティッシュペーパー、プラスチックコッ
プを使って「廃油ランプ」を作りました。キャンプで使えますが、防災用
品としても覚えておくと良いでしょう。 ツナ缶でもランプは作れるそうで
す。ガールスカウト第17団は、イギリス友好団とも相互訪問をしています。

⑦ガールスカウト千葉県連第17団メンバー(7/10)

新聞紙を使ったスリッパと、赤いビーズと緑色のフェルトを使った可愛
いサクランボのブローチの作り方を教えてくれました。スリッパは災害時
に家にある新聞紙ですぐ作れるので覚えておくと役に立つと思います。ど
ちらも簡単にできるので大人も子供たちも楽しんで作りました。

⑧ガールスカウト千葉県連第12団メンバー（7/10）

一つ目は5名チームで、外国人が日本で暮らすためのきっかけになる「ニッポニア」展示会のアイディ
ア発表。 生活支援のための説明会ブースや体験
ブースを作って、支援団体とのコネクションを
作り、外国人との共生社会の新しい連係プレー
の可能性を提案しました。
二つ目は ”Plas＋”(プラス)という国際協力団体
(15名チーム)で3名が発表。コロナ禍でも続けて
きたカンボジアの子供たちへの交通安全支援の
報告です。 活動を通して識字率、交通ルールの
違いなどの問題ばかりでなく、子供たちと一緒に劇を通して学び、グループ活動で交流の素晴らしさを
肌で感じるとの話は、会場に来た人たちの心を和ませました。
二つの発表ともに、会場からは未来への若い力に大きな拍手が送られました。

⑨麗澤大学の学生チームの発表（7/10）

麗澤大学「ニッポニア」

ブラジルの広さは日本の22倍、人口は世界5位、2億１,256万人。季節
は、日本と反対で、今は冬だそうです。子供のころにブラジルに移住し
たおばあさんのしつけはとても厳しかったそうですが、日本に来た時、
おばあさんの教えは今の日本よりも古いものだったと気がついたそうで
す。小学生は、スクールバスで学校へ行き、必ず、大人が送り迎えをす
るそうです。

③ブラジルの人と交流サロン(7/6)

麗澤大学「Plas+（プラス）」

初めに「アメリカと日本の文化の違い」について、特に学校
給食の例を挙げて話してくれました。日本の給食は、アメリカ
と比べて栄養バランスが良くおいしく、子どもたちが配膳など
もしていることに感心したそうです。また、ドライバーが高齢
者に優しい運転をしていると感じたそうです。
続いてKIRAKICメンバーやKCCで日本語を勉強している人たち

が、フィリピンやタイや中国の国旗、それぞれの国の様子につ
いて話をしました。フィリピンの国旗の色は、平等・正義・勇
気・自由を現すなど、国旗について説明してくれました。タイ
では、国旗掲揚時には立ち上がるなど、真摯に国旗に向き合っ
ている様子もわかりました。中国やほかの国の食べ物もとても
美味しそうでした。
最後は、開智国際大学のスリランカから来ている4名の留学生が素敵な民族衣装サリーを着て、自分の

国の紹介をしました。首都は「スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ」だそうで、長い名前に驚きました。
多民族国家で、宗教は、仏教、ヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教に分かれています。「留学先に
日本を選んだのはなぜですか？」という質問に「『おしん』と桜にあこがれました」。「日本に来て驚
いたことは？」には「雪」という答えが返ってきました。スリランカの皆さんは、卒業後、日本で就職
したいそうです。

④5か国10名のスピーカーと交流サロン(7/7)

スリランカの学生

最初は中国の国旗の色や星の意味や天安門、万里の長城などの説明が
ありました。また、漢民族の他に55の少数民族がいること、現在は多く
の宗教が存在すること、紫禁城の部屋数が9999で、それは天界の部屋
数が1万なので、それより少なくしたということなどでした。
つぎに台湾の話では、16の民族からなり、それぞれに特徴があること

や、旧暦7月の中元節には地獄の門が開き、いろいろな霊魂がさまよう
という話にみんなびっくりしました。
中国にも台湾にもお寺があるが、お寺にお墓はないことなど、初めて知ることが多い内容でした。

⑤中国と台湾の人たちと交流サロン(7/8)



 

 

2022 年度 KIRA 前期外国語講座 

 場所:柏の葉サービスコーナー 

 休講日 ④ 8 月全休、その他は 8/7～8/21 

 クラス レベル 曜日 時間 期間 

①柏の葉英会話入門 

②柏の葉英会話初級 

③柏の葉英会話中級 

④柏の葉中国語入門 

⑤柏の葉中国語初級 

⑥柏の葉韓国語初級 

⑦柏の葉韓国語中級 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

3 

月 

月 

土 

水 

金 

月 

土 

10:00～11:30 

13:00～14:30 

13:00～14:30 

10:30～12:00 

13:00～14:30 

15:00～16:30 

15:00～16:30 

4/4～9/12 

4/4～9/12 

4/9～9/10 

4/6～9/7 

4/8～9/9 

4/4～9/12 

4/9～9/10 

  

 
 

 

  

 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クラス レベル  曜日 時間   期間 

①英会話入門 A 

②英会話入門 B 

③英会話入門 C 

④英会話入門 D 

⑤英会話初級 A 

⑥英会話初級 B 

⑦英会話中級  

⑧中国語中級 1 

⑨中国語中級 2 

⑩韓国語入門 A 

⑪韓国語入門 B 

⑫韓国語初級 A 

⑬韓国語初級 B 

⑭韓国語中級 A 

⑮韓国語中級 B 

⑯スペイン語入門 

⑰スペイン語初級 

⑱スペイン語中級 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

2 

3 

月 

月 

水 

水 

月 

月 

月 

火 

火 

土 

金 

木 

金 

金 

木 

土 

金 

金 

11:00～12:30  

12:45～14:15 

13:00～14:30 

15:00～16:30 

14:30～16:00 

16:15～17:45 

9:15～10:45 

12:45～14:15 

14:30～16:00 

15:10～16:40 

12:45～14:15 

13:00～14:30 

14:30～16:00 

16:15～17:45 

15:00～16:30 

10:00～11:30 

9:15～10:45 

11:00～12:30 

4/4～9/12 

4/4～9/12 

4/6～9/7 

4/6～9/7 

4/4～9/12 

4/4～9/12 

4/4～9/12 

4/5～9/13 

4/5～9/13 

4/9～9/10 

4/8～9/9 

4/7～9/8 

4/8～9/9 

4/8～9/9 

4/7～9/8 

4/9～9/10 

4/8～9/9 

4/8～9/9 

 

８月の行事

 
＊ 8月のスケジュール ＊ 

3 水 総務（広報）定例会 12:30～15:00 パレット A 

4 木 交流（KIRAKIC）定例会 12:30～13:00 パレット F 

7 日 交流（学生/青年）定例会 12:30～14:30 パレット B 

12 金 グアム委員会 20:00～21:00 オンライン 

13 土 
総務委員会 9:30～11:30 パレット A 

かしわ de 国際交流プロジェクト 13:00～15:00 パレット F 

20 土 外国語委員会  9:30～11:00 パレット G 

23 火 交流（日本文化）定例会 10:00～12:00 オンライン 

24 水 外国人無料法律相談会 13:00～17:00 パレット A 

 

 

2022 年度前期外国語講座   場所:パレット柏 

休講日 ①②⑧⑨ 8 月全休 その他は 8/7～8/21   

 

 

柏市からのお知らせ 

＊かしわメール配信サービス 

災害情報や地域の火災情報など、柏市からのお知ら 

せを配信しています。自分の国の言葉を選んで情報 

をよむことができます。このアドレスに空メールを 

送って登録しましょう。 

＊外国人の皆さんへ  「広報かしわ」をご覧ください。 

コロナワクチンの情報が見られます。 

＊外国人のための相談 

英語（木）、中国語（水、金）、スペイン語（月） 

韓国語（第 2・4 火）いずれも 13:00～17:00 

外国人相談窓口（市役所本庁舎 3 階）℡04-7168-1033（予約不要）  

 

＊日本語沼南教室  夏休み 7/15 から 8/31 まで 
・オンライン授業 

日曜日 10:00～11:30 初級Ⅰ（2 クラス）、中級Ⅱ 

・教室授業 沼南近隣センター 

 木曜日 10:00～12:00  初級Ⅰ、中級Ⅰ 

日曜日 10:00～12:00 初級Ⅰ 

 

木曜日 10:00～12:00  中級Ⅰ 

日曜日 10:00～12:00 初級Ⅰ 

       

＊外国人のための災害・コロナ情報（多言語で見られます） 

NHK WORLD-JAPAN 

 

＊日本語柏教室  夏休み 7/17 から 8/31 まで     

・オンライン授業  

火曜日 19:00～20:30 みんなの日本語 初級Ⅰ 

水曜日  10:00～11:30  初級会話 2 B 

水曜日  19:00～20:30  みんなの日本語 初級Ⅰ    

木曜日  10:00～11:30  初級会話 1（ビギナー、初級 1） 

木曜日  13:00～14:30  初級会話 2 A 

金曜日  19:00～20:30  みんなの日本語 初級Ⅱ  

土曜日   9:30～11:20  中級会話 

・教室授業 パレット柏 

土曜日 10:00～11:30 みんなの日本語 初級Ⅰ 

 

＊問い合わせは柏市国際交流センター(KCC)事務所 

Tel:04-7157-0281 Fax:04-7165-7321  

8:30～17:15 開館、日、祝 、閉館 

編集・発行  柏市国際交流センター指定管理者 

特定非営利活動法人柏市国際交流協会  

総務委員会広報分科会 

 

＊KIRA 会員オンライン勉強会「若い世代が参加できる組織作り」 

日時：8 月 18 日(木) 20:00～21:00   

講師：影山貴大氏（まちづくりコーディネーター） 

参加費：無料  募集人数：25 名  

申し込み：事務局窓口に直接、またはメールで 

boshu-1@kira-kira.jp まで。氏名、電話番号を明記。 

当日参加の URL を送ります。 

次回:9 月 15 日(木)20:00～21:00「効果的な発声法」山崎直美講師 

 

他団体からのお知らせ 

＊KIRA 動画掲載のお知らせ 
「2021 年度 KIRA 活動紹介」の YouTube 動画が KIRA ホームページか

らご覧になれます。

https://www.youtube.com/watch?v=P4kVlN6cYsY 

＊かしわ de 国際交流フェスタ 2022 スタッフ募集 
KIRA 会員の皆さん、11 月 20 日(日)に実施予定の「かしわ de 国際

交流フェスタ 2022」の企画・運営を一緒にやりませんか。 

フェスタに興味のある方、お祭り大好きな方、是非ご参加ください。 

活動期間：8 月～11 月末 

申し込み：8 月 12 日(金)までに事務局窓口に直接、またはメールで 

boshu-2@kira-kira.jp まで。 

 

 

他団体からのお知らせ 

https://www.youtube.com/watch?v=P4kVlN6cYsY

