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バンクーバー砦タペストリー講演会を開催
年 月 日︵土︶
文化パルク城陽にて城陽市
市制施行 周年記念・バン
クーバー市市制施行
周年記念﹁バンクーバー砦
タペストリー講演会﹂を開
催しました︒フォート・バ
ンクーバー・タペストリー
から運営委員長のロバート・
ブラッドレイさん︑美術監
督のシェリー・モウワット 市民による文化交流のかけ
はしとなってきました︒現
さんが来日︒当日は約
人近い参加者がお二人の 在までの両市の様々な交流
講演に熱心に耳を傾けました︒ か ら 今 回 の 展 示 が 実 現 ︒ 今
バンクーバー砦・タペス 回が海外初の開催となりま
トリーは 名の刺繍家と
した︒このタペストリーに
名のボランティアによって は現代までのバンクーバー
年 以 上 延 べ 万 時 間 の 刺 の雄大で多様な歴史が刺繍
繍作業により完成︒
されています︒また︑ カ
年にはワシントン州ルイ 国の言葉で挨拶が縫いこま
ス＆クラーク遺産プロジェ れているなどバンクーバー
クトに指定されました︒こ 市と世界各国をつなぐ作品
の作業には
年 度 の となっています︒
協会主催﹁バンクーバー交
流の旅﹂に参加した方をは
じめ︑ 名の城陽市民も参加︒
また︑タペストリーには城
陽の金銀糸も使われており

世界をつなぐ
タペストリー

お二人は参加者からの質
問に対して﹁タペストリー
の製作を通して新たなコミ
ュニティーができ素晴らし
い 人 間 関 係 が 生 ま れ ま し た︒
こ の コ ミ ュ ニ テ ィ ー の 智 恵︑
やる気︑実行力︑機知︑資
金からこのような素晴らし
い文化遺産が生まれました︒﹂
と説明︒﹁このような文化
交流を城陽でできることは
大変素晴らしいことです︒
今後も世界各国の様々な国
でも実現したい︒また︑バ
ンクーバーでも城陽の歴史・
文化を紹介できる機会を持
つことができれば︒﹂と今
後の意気込みを語られました︒
今後は︑カナダのビクトリ
ア市と札幌市で展示会が開
催されるよう懸命に取り組
んでおられます︒

コミュニティーによる
文化遺産
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開催の挨拶をするロバートさんとシェリーさん
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「中学生韓国派遣」参加者募集
姉妹都市・慶山市の中学校や名所を見学し、
慶山市の中学生と交流してみませんか？

∇日程・訪問先：下表
∇募集対象：中学生1〜3年生、10人
※以前に参加した人は応募できません。
∇締切り：2008年2月15日（金）午後5時必着
∇応募にあたって：
①市内在住の中学生で3泊4日の海外旅行の団体行動ができる人
②城陽市の中学生を代表して訪問する自覚がもてる人
③訪問前後の説明・研修会などに保護者同伴および本人単独で
参加できる人
④帰国後、レポートが提出できる人
∇申込み：ハガキまたは文書（A4コピー用紙）に「韓国派遣応募」と
明記し、応募者の住所、氏名(フリガナ)、電話番号、生年月日、性別、
在学校名、学年を記入し、保護者が署名押印のうえ、締切日までに城
陽市国際交流協会事務局へ提出してください。
∇派遣者の決定：募集人員を上回る場合は、
中学2・3年生を優先して、抽選により決定します。
∇開催最小人数：5人
慶山市のマスコット ペプリ
∇参加費：約5万5千円 実施後旅費を精算します。
（本人または同居家族が協会会員の場合は5万2千円）
（本人または同居家族が協会会員の場合は約5万2千円）
※パスポート取得、その他個人の消費にかかる費用は各自負担です。
※パスポート取得、その他個人の消費にかかる費用は各自負担です。
2008年3月26〜29日

3泊4日
キメ

3/26（水）
城陽〜釜山〜慶山

3/27（木）
慶山

城陽市役所 関西空港
慶山市長表敬訪問

釜山金海空港

慶山市内の中学校訪問
慶山市立博物館見学

カッパウィ登山

トンデグ

3/28（金）
大邸〜水原〜ソウル

ソウル〜城陽

史跡景福宮
関西空港

スウォン

ミョンドン

明洞

亀岡ワールドフェスタ「口まで運ぶ食用具」
＆嵐山時雨殿 参加者募集！
国際交流会員研修
「手食文化」、「箸食文化」、「ナイフ･フォーク･スプーン文化」の3つの
食文化を体験してみませんか？ワールドフェスタはテーマを通して在住外
国人や留学生と一緒にお互いの文化を知る楽しいイベントです。帰路は嵐
山の小倉百人一首をテーマとする時雨殿を見学します。
∇日

東大邱駅〜水原駅（ KTX利用）
民俗村 ソウルタワー見学
キョンボックン

3/29（土）
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インチョン

ソウル仁川空港

時：2008年2月23日（土）
午前8時45分市役所南側正面玄関集合、
午後5時同地解散予定
∇行き先：亀岡市交流活動センター、嵐山時雨殿
∇参加費：会員1,000円 一般1,500円
∇定 員：会員優先、先着35人
∇申込み：「会員研修参加希望」と住所、氏名（フリガナ）、電話、
ファックス（またはメールアドレス）を明記し、はがき、ファックス、
Eメールまたは協会窓口で2月12日（火）までにお申し込みください。
参加費等は2月15日（金）までに窓口へお支払いください。
∇問合せ・申込み先は紙面上部をご覧ください。

富田
泰溥

今年は当協会設立
周年の節目の年です︒
年の設立以来﹁草
の根交流﹂の推進を目
標として︑地域の国際
化と姉妹都市をはじめ
とする都市間交流の充
実に努めております︒
昨年はアメリカ・バ
ンクーバー市への市民
訪問団派遣︑韓国慶山
市中学生来訪︑市制
周年を記念した様々な
催し等が行われました︒
また︑今春には中学
生韓国派遣やバンクー
バー市地域大学の生涯
学習に参加する市民の
来訪が予定されており︑
市域では活発に国際交
流が行われております︒
国際交流の原点は人
と人との出会いを通し
た新鮮な感動ではない
でしょうか︒
今日︑環境・エネル
ギー・経済など世界中
の人々が共存のために
直面する課題も多く見
られますが︑広い視野
で理解し︑協力してい
くためには︑先ず海外
文化に触れ︑感動を体
験していただければと
願っております︒
本年も一人でも多く
の方に国際交流に参加
していただけるよう運
営を行ってまいります︒
今後とも引き続き皆様
のご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます︒

会長
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この広報紙は再生紙を使用しています。
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西アフリカ弦楽器「コラ」演奏会

韓国語・英会話講座受講生募集！
Come ＆ join us! Let's have fun!!
講師は全員フレンドリーなネイティブ・スピーカー！

韓国語講座
＜入門クラス‑韓国語を初めて学ぶ方のためのクラス‑＞
▼期

間

▼時 間
▼講 師
▼場 所
▼定 員
▼締切り

1月31日（木）〜3月13日（木）全6回（2月28日を除く）、
毎週木曜日
午後7時〜8時30分
金仁吉(キム・インギル)先生
城陽市国際交流協会
24人
1月25日（金）
英会話講座のスティーブン先生

英会話講座
▽期

間

▽時
▽講

間
師

▽場 所
▽定 員
▽締切り

＜①昼コース ②夜コース＞

2月4日（月）〜3月17日（月）全6回（2月11日を除く）、
毎週月曜日
①午後2時〜3時30分 ②午後7時〜8時30分
①アマンダ先生、スティーブン先生、レイモンド先生
②アンドリュー先生、スティーブン先生
城陽市福祉センター（３F研修室・２F第2会議室）
各コース40人
1月28日（月）
会員

姉妹都市交流 児童絵画作品展
2007年10月20・21日の市民文化祭においてバンクーバー・慶山市両都
市の児童絵画を展示しました。当協会では毎年、幼児・小学生等の絵画各
40点程度を姉妹都市と相互に交換し交流を行っています。城陽の子ども達
の絵画は慶山市民会館・バンクーバ
ー・ファーステンバーク・コミュニ
ティーセンターで展示されています。
詳しくは当協会ホームページをご覧
下さい。また、イベントなどでの絵
画の貸出しも行っておりますので是
非、お申し出ください。
城陽市市制施行

35周年記念式典

【各講座とも】
●受講料

2007年9月8日（土）に文化パルク城陽プラネタ
リウムにてギニア出身のエピゾ・バングーラさん
による西アフリカ弦楽器コラの演奏会を催しまし
た。エピゾさんによるコラの演奏はハープのよう
な美しい音色を奏で、プラネタリウムの星空の下
観客席を広大な西アフリカ大地へといざないまし
た。演奏後も観客席からは質問が飛び交い、多く
の方々が伝統的な西アフリカの文化や歴史に関心
を寄せていました。

2,000円

一般

5,000円

●応募方法 往復はがき、ファックス、メールまたは協会窓口にて
講座名、住所、氏名（フリガナ）、電話番号、会員/入会希望/一般
の区分、協会よりの返信方法（郵送、ファックス、メール）を明記
の上協会までお申し込みください。ホームページからもお申し
込みできます。なお、郵送の場合返信用ハガキの表には、申込
者の住所、氏名を記入してください。

2007年11月7日（水）に市制施行35
周年記念式典が文化パルク城陽プラ
ムホールにて行われました。姉妹都
ﾁ ｪ ﾋ ｭ ﾝｸﾞｸ
市慶山市からは崔炳國市長をはじめ
22名、バンクーバー市からはポラー
ド市長をはじめ7名が参加しました。
姉妹都市盟約締結時の市長だった慶
ｷﾑ ｽ ｾﾝ
山市の金洙生氏とバンクーバー市の
ブルース・ヘーゲンセン氏に城陽市
名誉市民の称号が授与されました。

ヘーゲンセン氏（左から2人目）と金洙生氏（右端）

親子英会話教室
さんさんフェスタ at ぱれっとJOYO
▼日

時

2008年2月11日（祝月）
1〜3年生対象 10：30〜、14：00〜
4〜6年生対象 11：30〜、15：00〜 各30分
▼受講料 １クラス 300円
▼講 師 アマンダ先生、スティーブン先生（予定）
▼定 員 16名程度（保護者を含む）先着順
※お申込みは必要ありません。
★姉妹都市

韓国・慶山市とアメリカ・バンクーバー市の
紹介コーナーもあります。

How about learning Japanese?
外国籍の方のための 日本語教室
Japanese Lessons
for those whose mother tongue is not Japanese
Let's
speak
Japanese
enjoy
Joyo!!
for
those
whose
motherand
tongue
islife
notin
Japanese
Let's speak Japanese and enjoy life in Joyo!!
（にほんごをまなびたいかたはきょうかいまでおしらせください）
〔WHEN〕 Please contact us.
〔にちじ〕 にちじについては
そうだんにおうじます。
〔WHERE〕JIEA
〔ばしょ〕 じょうようし
こくさいこうりゅうきょうかい
〔FEE〕
Free ( Fee for materials if necessary )
〔ひよう〕 むりょう。ただしテキストだいがひつようなときは
これをごふたんください。
* All lessons are taught by volunteer-teachers.
ボランティアのきょうりょくによりにほんごきょうしつをおこなっております。

ボランティア募集
Volunteers Needed
①観光案内ボランティア（英語）
<期間>2008年4月4日(金)〜12日(土)
<内容>米国バンクーバー・クラークカレッジ
訪問団来訪の際、京都・大阪・奈良を
英語でガイドしていただける方
②翻訳ボランティア（日本語→中国語、
日本語→ポルトガル語）
協会ホームページや掲示物などを翻訳し
ていただける方

あなたのサポートを
待っています
城陽市国際交流協会（JIEA）でグローバルな文化を
積極的に体験してみませんか。
ぜひ、2007度会員にご入会ください。
＜会員の特典＞
・語学講座や国際文化交流会
など各種イベントのお知らせや
会員価格での参加
・各種情報の提供
個人会費・・・・年会費1口
団体会費・・・・年会費1口
法人・賛助会員・年会費1口

3,000円
10,000円
20,000円

▼ 問い合わせ・申込み
城陽市国際交流協会
連絡先は表紙面上部をご覧ください。
ホームページからもお申込みいただけます。

