
日光市国際交流協会について　About　Us
　私たちは、国際交流、国際理解の向上を目指し、様々な活動をしています。姉妹都市交流をはじめ、海外の文化、外
国の方との交流、異文化体験をしてみませんか？日光市の特性を生かした市民レベルの交流活動を行います。お年寄
りからお子様まで、楽しんで学べるイベント、講座などを計画しています。ぜひ、お気軽にお越しください。

会費について　Admission Fee
　個人会員：  3000円
　家族会員：  5000円
　法人会員：10000円
　※会員の資格は毎年４月に自動更新されます。退会ご希望の方は翌年７月までにお申し出ください。

日光市在住外国人数
　　796人（中国 151人、フィリピン 134人、ベトナム 106人、台湾 67人…）※H29年10月現在

ボランティア登録について
　当協会では下記のようなボランティアを募集しています。詳しい情報や登録を希望される方はお問い合わせく
ださい。

●ホストファミリー

　海外からの短期訪問者を家族の一員として受け入れ
してくださるご家族を募集しています。

●日本語教師ボランティア

　在住外国人向けの日本語教室にて、日本語を教えて
いただけるボランティアを募集しています。資格・経験
は問いません。学習者に日本語を教えてみませんか？
見学もできます。（原則第１、３、４木曜日）詳しくはHPで。

事務局
連絡先

日光市国際交流協会事務局（日光市観光部観光交流課内）
〒321－1292　日光市今市本町1番地
TEL:0288-21-5196　FAX:0288-21-5121
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Nikko City Rapid City Exchange ProgramNikko City Rapid City Exchange Program

Email: kankou-kouryuu@city.nikko.lg.jp   ホームページ：http://www.nikkocity.org/　

Facebookページを開設しました。　日光市国際交流協会　Facebook　で検索！

今
後
の
イ
ベ
ン
ト
は
？

最
終
ペ
ー
ジ
を

CH
ECK★

協会会員データ  Number of Members
　個人会員：210人
　家族会員：  21家族
　法人会員：  50法人

●講師募集
　当協会では日本人、外国人を問わず、国際理解や異
文化教育（言語、文化、歴史、舞踊、料理、物づくりetc）
に関わる講師をしてくださる方を募集しています。

●翻訳・通訳ボランティア
　当協会と日光市が発行する資料などの各種言語へ
の翻訳や海外からの訪問者の通訳などにご協力いた
だける方を随時募集しています。特に、資格等は問い
ません。

今後のNCIA　イベントスケジュール
11月12日（日）　日本語教室の生徒さんと行くバスツアー（予定：那珂川水遊園や美術館を周ります）

12月  9日（土）　クリスマスパーティー
  1月21日（日）　日本語教授法講座（日本語を母国語としない人に日本語を上手に教える方法を学びます）
  1月24日（水）　やさしい日本語講座（外国人観光客や日本語をあまり話さない人とのコミュニケーション

法を学びます。観光業を営む方、「やさしい日本語」に興味がある方、ぜひどうぞ★）
  2月  未定　　　　外国人観光客との交流事業
　　　　　　　　　大使館ツアー

宇都宮大学との連携プロジェクト

12月  3日（日）　オリエンテーション＆フィールドワーク①日光東照宮
12月10日（日）　フィールドワーク②栗山地域
12月16日（土）　シンポジウム（学生の提言・発表）

「国際交流都市日光の再発見『まちづくりと観光開発』を考える」



❶ ❷

中高生ラピッド市派遣事業
　今年も、７月24日から８月４日までの日程で市内の中高生１３名がラピッド市を訪問しました。
　6月から毎週のように研修をし、英会話やアメリカの文化を学びました。生徒それぞれ、「期待」と「不安」を胸
に、出発式の日を迎えました。はじめは少し恥ずかしがっていたように見えましたが、日に日に積極的になり、お
店の人に質問をし、周りの人たちに自分の意見を伝えられるようになっていきました。今回は日光を訪問した中高
生がホストファミリーをしてくれていたので、生徒たちも帰るころにはすっかり仲良しになっていました。
　今回の派遣は生徒にとって良い思い出、経験になっただけではなく、将来について考える良いきっかけになった
のではないでしょうか。派遣の様子をお伝えします。

7月29日・30日 　土日はホスト
ファミリーデー。
家族の一員にな
って休日を過ご
しました♪

7月31日
　クレージーホース記念碑を
見学。いつ完成するかわから
ない、マウントラシュモアよ
り格段に大きい彫刻に皆が
びっくり！カスター州立公園
で身近で見るバッファローの
群れは迫力満点でした。

　空港までホストファミリーに送ってもら
い、空港では姉妹
都市協会の方々に
も見送られ、寂しい
気持ちをおさえな
がらミネアポリス
に向かいました。ミ
ネアポリスではアメ
リカで一番大きな
モールや大聖堂の
見学をしました。

8月2日

　午前中はアウトド
ア体験施設でカヌーやアーチェリーに
挑戦！初めてでもとても上手にできまし
た。午後は陶器の絵付け体験でした。
　その後はラピッド市のダウンタウンを散策！自由行動でした
が、日光に来ていたカイトくんが、「ツアーガイドをやってあげ
る！」ということで、ラピッド市派遣生の行きつけのお菓子屋さ

ん、おもちゃ屋さんやアン
ティーク店を教えてくれま
した。かっこいいアートでい
っぱいのストリートも教え
てもらい、記念写真も撮り
ました。

　午前中は
映画にも使われたウエスタン
の雰囲気が漂うフォートヘイ
ズで朝食をとり、その後は熊やオオカミ、その
他サウスダコタ州で見られる様々な動物と出
会えるベアーカントリーへ行きました。買い物

をし、いよいよラ
ッシュモア記念
公園へ。遠くから
でも見える大統
領の顔に、車の
中から歓声が上
がりました。

7月27日7月26日

7月28日 　地元のニュース・ステーションを視察。
なんと、生放送にも出演しました！その後
は広大なバッド・ランズ（Badlands）へ
向けて出発。この日ナイト・スカイ・プロ
グラムという星を眺めるプログラムへ参
加しました。この時の景色は、皆の心に
残っているのではないでしょうか。

8月1日 　市
長表敬訪問では、はじ
めは緊張した表情の生
徒たちも、冗談まじり
で話してくれる市長に
少しずつ話ができ、ラピ
ッド市長を議長として
模擬議会をしました。
NIKKO STREETにも行きました。夕方はお別れ会、10日間と
は思えないたくさんの経験に、生徒は皆感謝の言葉をしっかりと
述べ、最後には、「また来ます！」とお別れのことばを言いました。

7月24日
　途中乗り換えをして、約12時間の空の旅、
さすがに生徒も疲れた様子。ラピッド市の
空港では姉妹都市協会の方々とホストファ
ミリーが出迎えてくれました。まだ、顔は緊
張していますが、温かく笑顔で迎えてくれる
ホストファミリーやラピッド市姉妹都市協会
の皆様を見て、疲れも飛んでいきました。

7月25日
　半日サマー・スクール体
験！午前中はガーデニング
やチーム力向上プログラム
をさせてもらいました。サ
マー・スクールに来ている
生徒たちも、日光市の中高
生の訪問を楽しみに待っていてくれたようで、一緒に汗を流し、ゲ
ームをして交流ができました。夜は広々とした公園でBBQ歓迎

会をしても
らいました。
それぞれ自
己紹介もし
ました。

　ついに旅も終わりを迎え、空路日本へ。
帰りのバスでは皆疲れたのか、ぐっすり眠
っていました。

8月3日・4日

～派遣者の感想～

宇都宮女子高校１年　手塚 和加奈

　私が今回の派遣で学んだことは大きく２つあります。
一つ目は、英語が話せることの大切さです。十日間の
生活は、ホストファミリーや現地の方々との会話なし
ではもちろん成り立ちません。その中で自分の気持ち
が思うように表現できず、言葉に詰まってしまったり
単語が出ず悔しい思いをたくさんしました。ネイティ
ブの人と直接話し、試行錯誤したことで自分の英語力
の未熟さを実感することができたと思います。2020
年に開催される東京オリンピックを見据えても、英語
が話せることは大きな武器となると思います。グロー
バル社会で活躍してくためにも英語力を向上させたい
と思います。
　二つ目は、私たち日本人とアメリカ人の子たちとの
性格の大きな違いです。今回の派遣で、ラピッド市の
中高生とお互いの市を訪問し合い、多くの時間を一緒

に過ごすことができました。その中で私が一番に感じ
たのは、日本人がいかにシャイであるのかということ
です。初対面の私たちにも一切恥ずかしがらずに話し
かけてくれるラピッド市の子たちとは裏腹に、日本人
はシャイになってしまうことがよくあります。私は自
己表現が苦手な日本人とは違い、どんな場でもはっき
りと自分の意見を言うことができるラピッド市の子た
ちを羨ましいと感じました。私もそんなスキルを身に
つけていけるように、日々の生活から自分の意見をき
ちんと持ち、自立した精神を高めていきたいと思いま
す。
　今回の派遣事業に参加するまで、明確な夢を持って
いないことに不安や焦りがありました。しかし派遣を
終えた今、自分の目標が少し見えてきたような気がし
ます。私は将来、もっと多くの世界中の人と交流をし
て、グローバルな人間になりたいです。そして日本人
としての誇りを持ち日本文化の素晴らしさや魅力を世
界に発信していきたいと思います。 
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ラピッド市中高生＆引率者　メンバー紹介
　今年は6人の中高生と2人の引率者が７月15日から７月24日までの間、日光市を訪問し、ホームステイ体
験をしました。個性と活気あふれる訪問メンバーの紹介をします。

アレック・ペイジ（Alec Page）15歳
教会でバンド演奏をしています。サックス、トランペット、ピアノの演奏ができます。
日本のアイスクリームが大好きです。

バクスター・マイヤー（Baxter Meyer）15歳
生徒会長をしています。音楽、読書、パズル、スキー、サーフィン、水泳、乗馬が好きです。

ピアノとバイオリンが弾けます。ジョークを言うのが好きです。

ケナ・スチュワート（Kenna Stewart）14歳
読書や演劇、犬と遊ぶことが好きです。学校では陸上をしています。

老人施設でボランティアもしています。
コンビニのエビマヨおにぎりがおいしくてびっくりしました。

イアン・サターフィールド（Ian Sutterfield）16歳
ボーイスカウトに入っています。アイスホッケー、ビデオゲームが好きです。

日光は以前家族で訪問しました。

ローラ・リー・オルソン (Laura Lee Olson)
日光に来るのは今回で5回目ですが、毎回とても楽しみです。

読書や旅行が好きです。ボランティア活動をしています。

カイト・マム（Kaito Mumm）14歳
サッカーや外での活動が好きです。学校ではジャズバンドをしています。
日本食が好きです。

グレース・ブラッドリー（Grace Bradley）14歳
読書、絵を描くこと、写真を撮ることが好きです。
学校ではバレーボール、陸上をしています。ベビーシッターやボランティアもしています。

ティファニー・ブラッドリー (Tiffany Bradley)
グレースの母親です。キャンプやハイキングが好きです。
また水泳チームにも所属しています。旅行や新しいことをすることが楽しいです。

【引率者】

【引率者】

7月15日

7月16日

7月18日

7月19日

7月17日 Host Family Day

Host Family Day

日光市へ到着
ラピッド市からの長旅を経
て日光市へ到着。ラピッド
市へ派遣される中高生も
空港まで迎えにいきました。
サービスエリアで一緒にラ
ーメンを食べました。

7月20日
表敬訪問・中禅寺湖畔見学
市長・議長を表敬訪問しま
した。
議場にも座らせてもらい、
皆嬉しそうにしていました。
その後明智平ロープウェー
に乗り、霧深い景色を楽し
む事ができました。華厳の
滝を見学し、中禅寺湖をス
ワンボートで回遊。１時間
経っても岸に戻ってこない
ハプニングもありましたが、
いい思い出となりました。

7月21日
日光江戸村・お別れ会
日光江戸村では水芸や忍
者屋敷を見学。せんべい焼
き体験をしたり、休憩して
いると役人にお縄となった
り！！江戸の町の雰囲気を満
喫しました。夕方からはお
別れ会。カレーとサラダを
作り、感謝の気持ちを述べ
ました。最後は皆で歌って、
踊って、笑顔が溢れるお別
れ会となりました。

7月22日・23日
それぞれのホストファミリ
ーと過ごしました。ディズニ
ーシーや釣り、日光彫体験
にダイビングなど、県内外
問わず様々な所に連れて行
ってもらいました。お祭りに
参加したファミリーもおり、
日本の文化を楽しめたよう
です。

7月24日
出発式
１０日間を振り返りながら、
お別れ。また日光に帰って
くると言ってくれました。

歓迎会
今年はバーベキューをしな
がらの歓迎会でした。スイ
カ割りで盛り上がった後
は、近くを流れる川で水遊
び！！最初は緊張気味の中
高生達も終わる頃にはすっ
かり意気投合。

鬼怒川見学
鬼怒川ライン下りで自然
を満喫した後は、東武ワ
ールドスクエアや楯岩大
吊橋、トリックアートピ
アで遊びました！面白い
写真を撮ろうと、色々チ
ャレンジしていました。

中学校訪問・日光見学
日光中学校を見学し、音楽
の授業では琴の体験をしま
した。

受入スケジュール
このページではラピッド市からの中高生が
日光を満喫した様子を紹介します！
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ラピッド市中高生＆引率者　メンバー紹介
　今年は6人の中高生と2人の引率者が７月15日から７月24日までの間、日光市を訪問し、ホームステイ体
験をしました。個性と活気あふれる訪問メンバーの紹介をします。
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【引率者】

【引率者】
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前期事業報告 平成29年度前期に 各部会が開催した事業について報告します。
　前年度の事業報告、
今年度の事業計画と
予算について話し合わ
れ、無事に終了しまし
た。

＊

＊

＊ ＊

5/12㈮ ＠日光市中央公民館総  会

　オーストリア出身のフロリンさん
が講師となり、ウィーン風カツレツ
とデザートを作りました。
　クランベリーソースをかけて食べ
るカツレツのおいしさに参加者から
は驚きの声がでました！
　笑顔がステキなフロリンさんとの交流も楽しんでいました。

6/21㈬ @日光市中央公民館オーストリア料理教室

　ラピッド市からの中高生６名と引率者２名をお招
きし、ＢＢＱをしながらの歓迎会を開催しました。
　ラピッド市へ派遣される中高生がスイカ割りのゲ
ームを企画してくれ、とても盛り上がりました！
　おなかがいっぱいになった後は、川で元気に遊ぶ
姿も見られ、皆さん楽しまれていました。

7/26㈬ @まなかの森
ラピッド市中高生歓迎会

　今年もボランティアフェスタに出店し、姉妹都市
であるラピッド市との交流を中心に、日頃の活動の
様子を紹介しました。たくさんの方がラピッド市や
国当てゲームに興味を持ってくれました。大ホールで
の発表では今年度ラピッド市に派遣された中学生
が、派遣の様子や感想を話してくれました。

9/2㈯ @日光市中央公民館
ボランティアフェスタ2017

　パキスタン出身のアミールさんご夫妻に本場のチキ
ンカレーとロイヤルミルクティーの作り方を教えてい
ただきました。今回はイスラム文化であるハラール料理
でしたが、深い味の
カレーに参加者は喜
ばれていました。ア
ラビア文字について
もお話していただ
き、初めて目にする
方も多く、ご夫妻と
の交流を楽しむこと
ができました。

9/30㈯ @日光市大沢公民館
パキスタン料理教室

　お別れ会ではラピッド市からの
中高生が中心となり、手作りのカ
レーとサラダを作りました。ホス
トファミリーや会員の方々に感
謝の気持ちを伝えました。お別
れ会の締めくくりは皆でダン
ス！！会場が１つになり、『学園
天国』を歌って踊り、大盛り上
がりでした！

7/21㈮ @日光市中央公民館
お別れ会

　交流協会の料理教室は、毎回楽しみにしています。異国の人の珍しい話を聞きな
がら、手作り料理を食べることは、そう簡単にできることではありません。協会の
日ごろの活動の成果なのでしょう。オーストリアといえば、昔懐かしい映画「サウ
ンドオブミュージック」を思い出した方が多かったようで、参加者の年代を感じま
した。美味しい料理と楽しいひと時をありがとうございました。

参加者の声

手塚幸さん、幸男さん

　今回はデンマーク、メキシコ、ロシア、フラン
ス、タイからの研修生をお招きし、交流を深め
ました。今年も大勢の方が参加してくださり、
おいしそうな料理が沢山並びました。デンマー
クのオープンサンドイッチやメキシコのお祭り
で食べられているガイコツ形の飴など、参加者は普段食べ
られない料理を楽しみました。

8/19㈯ @日光市中央公民館ポットラックパーティー

　「日本語教室」では日光市在住の外国の方に、ボランティア教師さんが日本語を教えています。現在は
ベトナム、タイ、韓国、ブラジル、アメリカの方が来てくれています。どなたでも参加可能です。今回は
アメリカ人カイルさんへインタビューをさせてもらいました。
・どうして日本語教室に来ることにしましたか？
―アメリカで日本語は２年間勉強しましたが、専門ではありませんでした。
　卒業後は日本語をしばらく練習していませんでした。これからもっと練習した
いです。
・日本語教室に参加してみていかがですか？
―楽しくて、外国人の友達ができて良かったです。初めてベトナムの人たちと出会いました。

3～6月、9～12月 @日光市民活動支援センター日本語教室

　市内の施設で研修している学生と、会員やそのご家族と一緒に参加し、楽しく交
流ができました。参加者はきどらないお料理、菓子等を持ち寄り、テーブルにもお
いしい交流が広がりました。海外の学生たちはお国自慢をパワーポイントで紹介し
たので、過去の旅行が懐かしく思い出され、その国々の空港の対応等も交流のタネ
になりました。
　日光市も日増しに海外旅行客が多くなると思いますが、市民も臆せず老若男女
「小さなおもてなし」が出来たらと思います。

参加者の声

福田キクイさん

＆
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日光市国際交流協会について　About　Us
　私たちは、国際交流、国際理解の向上を目指し、様々な活動をしています。姉妹都市交流をはじめ、海外の文化、外
国の方との交流、異文化体験をしてみませんか？日光市の特性を生かした市民レベルの交流活動を行います。お年寄
りからお子様まで、楽しんで学べるイベント、講座などを計画しています。ぜひ、お気軽にお越しください。

会費について　Admission Fee
　個人会員：  3000円
　家族会員：  5000円
　法人会員：10000円
　※会員の資格は毎年４月に自動更新されます。退会ご希望の方は翌年７月までにお申し出ください。

日光市在住外国人数
　　796人（中国 151人、フィリピン 134人、ベトナム 106人、台湾 67人…）※H29年10月現在

ボランティア登録について
　当協会では下記のようなボランティアを募集しています。詳しい情報や登録を希望される方はお問い合わせく
ださい。
●ホストファミリー

　海外からの短期訪問者を家族の一員として受け入れ
してくださるご家族を募集しています。

●日本語教師ボランティア

　在住外国人向けの日本語教室にて、日本語を教えて
いただけるボランティアを募集しています。資格・経験
は問いません。学習者に日本語を教えてみませんか？
見学もできます。（原則第１、３、４木曜日）詳しくはHPで。

事務局
連絡先

日光市国際交流協会事務局（日光市観光部観光交流課内）
〒321－1292　日光市今市本町1番地
TEL:0288-21-5196　FAX:0288-21-5121
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【特集】中高生の姉妹都市交流

【Part Ⅰ】～中高生ラピッド市派遣事業～
【Part Ⅱ】～ラピッド市中高生＆引率者 メンバー紹介～

Nikko City Rapid City Exchange ProgramNikko City Rapid City Exchange Program

Email: kankou-kouryuu@city.nikko.lg.jp   ホームページ：http://www.nikkocity.org/　

Facebookページを開設しました。　日光市国際交流協会　Facebook　で検索！
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協会会員データ  Number of Members
　個人会員：210人
　家族会員：  21家族
　法人会員：  50法人

●講師募集
　当協会では日本人、外国人を問わず、国際理解や異
文化教育（言語、文化、歴史、舞踊、料理、物づくりetc）
に関わる講師をしてくださる方を募集しています。

●翻訳・通訳ボランティア
　当協会と日光市が発行する資料などの各種言語へ
の翻訳や海外からの訪問者の通訳などにご協力いた
だける方を随時募集しています。特に、資格等は問い
ません。

今後のNCIA　イベントスケジュール
11月12日（日）　日本語教室の生徒さんと行くバスツアー（予定：那珂川水遊園や美術館を周ります）

12月  9日（土）　クリスマスパーティー
  1月21日（日）　日本語教授法講座（日本語を母国語としない人に日本語を上手に教える方法を学びます）
  1月24日（水）　やさしい日本語講座（外国人観光客や日本語をあまり話さない人とのコミュニケーション

法を学びます。観光業を営む方、「やさしい日本語」に興味がある方、ぜひどうぞ★）
  2月  未定　　　　外国人観光客との交流事業
　　　　　　　　　大使館ツアー

宇都宮大学との連携プロジェクト

12月  3日（日）　オリエンテーション＆フィールドワーク①日光東照宮
12月10日（日）　フィールドワーク②栗山地域
12月16日（土）　シンポジウム（学生の提言・発表）

「国際交流都市日光の再発見『まちづくりと観光開発』を考える」


