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【特集】
− Part 1 −

ラピッド市市民訪問団

Nikko City Delegates in Rapid City
姉妹都市ラピッドの見どころ＆食事

− Part 2 −
宇都宮大学国際学部多文化公共圏センター共催事業

国際交流都市 日光の再発見

− Interview −「日光再発見」参加
宇都宮大学大学院 国際学研究科

スディプ・ダハル
タマン・ラズクマリ
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S-7 DAY

01：NIKKOストリート

▶▶▶▶

日光市の市民訪問団がラピッド市に10月３日（月）〜９日（日）までの
７日間のスケジュールで訪問いたしました。
訪問の様子を、ラピッド市の名所とともにご紹介いたします。

photo spot

NIKKOストリートは2015年に姉妹

ランチバイキングもボリューム
満点！！でも、ラピッﾄ2日目だ
ったんで、この写真は、ちょっ
と遠慮ぎみ！？

都市である日光を記念し、名づけられ
た道。その場に立つとちょっと誇らし
い気持ちに。

02：クレイジーホース記念碑
▶

▶

ネイティブアメリカンの英雄の像。全て

▶

▶

完成するとクレイジー・ホースが馬に乗り、
指を差している姿で、高さ170 m、長さ
19 5 mと世 界 最 大の 彫 像になる予定 。

近くにはラピッド市庁舎があり、
中には、日光市の紹介もばっちり！

1998年、約50年をかけて、ついに顔の部
分が完成！！！
それにしても、
スケールが「デカ」すぎです。

特集：FOOD in Rapid City

Welcome dinner

ハンバーガーが美味しいお店

バッドランズで食べたハンバーガー。

での歓迎会。３つのバーガー、 中身はなんと、バッファロー！！
それぞ れ 味が 違い（ビーフ・

味はビーフを濃 厚にした感じ…か

チキン・ミートボール

な？舌が肥えて無いので、自信が無

※ミー

トボールがおススメとの事）、 いが・・・。
全部食べると、大満足で大満

でも、実際に現地で食べて欲しい

腹!!

一品！

さすが本場の味って感じです。

❶

Buffalo burger

03：カスター州立公園
全米で二番目に大きな面積を持ち、

prairie dog & donkey

森林、湖、草原が広がり、素晴らし
い景観が見られます。
ここは全米屈指の野生動物保護区で
あり、バッファローや草原の人気者プレイリードッグが見られます。バッファ
ローは、遠くでしか見れなかったけれど、プレイリードッグとドンキーはお
出迎えしてくれました。
（ドンキーは車の中にまで顔を入れて…）

04：バッドランズ国立公園
バッドランズとは、
「悪い土地」又は「荒地」を意味する、スー族インディアン
の言葉「マコシカ」を英訳したもので、およそ50万年の歳月をかけて水と風
の浸食作用でできあがった奇妙な地形には、いくつもの崖や峡谷のほか、そ
そり立つ尖峰、根元が細く削られた岩、そして平坦な岩のテーブルなど、この
地域の特徴的な風景が広がっています。生き物が暮らしていくのはほぼ不可

05：ウォールドラッグストア

▶▶▶

▶▶▶

▶

今から約８０年前の事、ある夫婦が小さなドラッグストアを開業。た

当日は雪でした

だ、トラックや車は店を通り過ぎてしまうので、考えた挙句、無料で冷

アメリカ史の中で最も重要な

たい水をサービスしたところ、車が立ち寄るようになり、商売繁盛。

功績を残した４人の大統領が
花崗岩の岩山に刻まれていま
す。左 か ら 建 国 の 父 ジョー

今では、世界最大のドラッグストアとなった場所です。

激レア??

ジ・ワシントン（初代大統領）、トーマス・ジェファー
（第26代大統領）、アブラハム・リンカーン（第16
代大統領）が並んでいます。それぞれの大統領の顔
は18ｍ以上もあり、鼻だけでも約６メートル、瞳は
約90センチ。近くまで散策でき、岩の隙間からワシ
ントンを見上げることも出来ます。

▶▶

▶▶

07：デッドウッド

荒くれ者も

ソン（第３代大 統領）、セオドール・ルーズベルト

Grilled Walleye

▶▶▶

06：マウントラッシュモア

▶▶

能と言われています。

1875年にデッドウッド渓谷で金が発見され、デッドウッドの街が誕
生し、1961年には街全体が国家歴史建造物に登録されました。西部

ラピッドの最終日。滞在
中はお肉が多かったので、
最後は魚での〆。
名産「ウォールアイ」とい
う淡水魚。
さっぱりとした味で、

映画劇で有名なワイルド・ビル・ヒコックがポーカーの最中に殺され
たことで有名な『サロン#10』も往時のままに残っています。ワイルド
ウエストの雰囲気とアンティークな街並みがとてもお洒落な町です。
ラピッド市の方は、毎回あたたかく訪問団を迎えて下さいます。

大変おいしゅうござい

今回は参加者も少なく残念でしたが、ラピッドの方々は我々訪

ました。

問団をいつも心待ちにしています。次回はぜひご参加を！
！

❷

留学生達と日光の魅力

再発見

国際交流
日光市国際交流協会

×

教育

宇都宮大学多文化公共圏センター
研究

×

＝

宇都宮大学の学生・留学生

部付

学国際学

宇都宮大

共催事業
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日光市国際交流協会では、外国の方とともに行動することにより国際意識の醸成することを目的に
事業を実施しています。

あなたは、
日光をどう思いますか？
「あなたは「日光」と聞いて、どんな

DAY 1（11.5 Sat）日光・東照宮エリア

イメージを持ちますか？」
住んでいる人、観光客、そして海外の
方、それぞれの環境によって、それぞ

DAY 3（12.3 Sat）シンポジウム

れ違ったイメージを持つだろう。
日光は、昔から国際文化交流が盛ん
な土地であった。日光東照宮の彫刻に
は、多くの中国文化、儒教や道教の考
えが取り入れられていますし、明治時
代に入ると中宮祠には多くの欧米人が
訪れ、にぎわっていた。
2020年にオリンピック・パラリン
ピックを迎え、外国人の方から今の日
光はどのように映るのでしょうか？

今年度も日光市国際交流協会は宇都
宮大学国際学部付属多文化公共圏セン
ター（CMPS）と連携し、留学生達と
共に日光を歩き、お互いに新しい目線
で日光を発見することを目的に参加型
の事業を実施した。

「国際交流都市 日光の再発見」
今回のテーマは「国際交流都市

ビューを行い、会員の方は留学生を通
日

オリエンテーションで各グループ目
標を定め、宇都宮大学の留学生達と国
際交流協会の会員の方が一緒のグルー
プになり、東照宮をはじめとする世界

❸

しながら、留学生達は、観光客や観光
事業者の方に「日光」についてインタ

光の再発見」。

DAY 2（11.22 Sat）中宮祠エリア

会員の方が地域を案内、まち歩きを

遺産日光の社寺と中禅寺エリアの２か
所においてフィールドワークを実施。

じて海外の方が日光をどのように感じ
るのかを学び、留学生は会員を通じて
日光を体験する双方刺激のある事業と
なった。
最後に、留学生達が「日光」を体験
し、感じたこと、そして新たな日光に
向けての提案をシンポジウム形式で実
施。参加者の皆さんと新たな日光を再
発見した。

日光再発見参加者インタビュー

他の留学生や外国人の友達にも
日光はよく紹介します︒・・・スディプ・ダハル

日光は自然だけじゃなく文化もある︒
一つのパッケージがすごい︒・・・タマン・ラズクマリ

日光、

‐ Interview ‐

どう思いますか？
日光再発見に参加した宇都宮大学の
留学生に日光の印象について聞いて
みました。
普段何気なく触れているものが、留
学生の目にはどう映っているのでし
ょうか。
国際交流協会事務局の星野がお二人
にインタビューを行い、外国の方か
ら見た「日光」にせまります。

日光は懐かしい感じがする

ダハル

光に来たことはあったのでしょうか？

ぱり日光を紹介してる。

ダハル

ラズクマリ ネパール人にとって懐かし

星野

今まで、
「日光再発見」以外に日
最初は東照宮に行きました。

他の地域にもネパール人の友

達がいるけど、こっちに来た時はやっ

きっかけは、やっぱり有名だったから。 い感じもする。山がきれいだし、自然を
星野

どんな印象を持ちました？

ダハル

お寺はネパールにも多くある

ので、そこまではビックリはしなかっ

守っている。自然と文化の調和がいい。

日光の課題はどこにある？

たかな。その後、中禅寺湖とかを知っ

星野

て、行ってみた。自然はすごい。僕も

何か感じたことはありますか？

山歩きとかするので、感動した。

ダハル

ラズクマリ

今回のプロジェクトに参加して、
ちょっと英語とかの看板とか

私は最初中禅寺に行った。 が少ないのかなと感じた。

その後が、このプロジェクトに参加し

あと、日光のルーツとかが知りたい人

て東照宮に行った。

も多いと思うので、どこかで教えてく

星野

れればありがたい。

そこでの印象は？

ラズクマリ

日光は自然だけじゃなく、 ラズクマリ

有名なところが見れて良

タマン・ラズクマリ さん

（ネパール国籍）
宇都宮大学

１年。
（H29年4月〜）来日４年目で、
今回のプロジェクトで二回目の日光。
好きな食べ物は、焼うどん。

何度でも日光に行きたいと思う

文化もすごい。ホント一つのパッケー

かったけど、ｗｉｆｉを外国の人が良

ジになっている。

く使うので、そこは課題かなと感じた。 いますか。

スディプ・ダハル さん

（ネパール国籍）
宇都宮大学大学院

国際学研究科２年生
（H29年4月〜）来日4年目で、日光
には10回以上来ている。好きな食べ
物は、焼うどん。温泉や山登りが好き。

大学院国際学研究科

星野

最後に、また日光に来たいと思

ダハル

何十回も行っていますが、ま

だまだ何度でも行きたいと思います。
ラズクマリ

私もまた行きたいと思っ

てます。
星野

何か言わせてしまった感じがあ

りますが（笑）、またいらっしゃった
場合はいつでも言って下さい。本日は
ありがとうございました。

❹

後期事業報告

ここでは、平成28年度後半に
企画広報部会主催 宇都宮大

平成28年度（2016年10月〜３月）

10 29 ハロウィン体験 ２０１６ in 今市
㊏

毎年恒例になってきましたイベント部会主催「ハロウィン
体験」には今年もたくさんのかわいい仮装をした50人の子
どもたちが参加してくれました。商店街を練り歩き Trick
or Treat（お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ）！ そし
て、お菓子をもらった後は Thank you と大きな声で言っ
てれました。くす玉のようなお菓子の入ったボールを叩いて
割る、 ピニャータ も大盛り上がりでした♪

11 13
㊐

日本語教室の生徒さんと行く

「多文化共生関連ツアー」in 横浜

生活・ボランティア部会主催の「美術館ツアー in 横浜」が
開催され、40名の方が参加されました。今回は、協会のボラ
ンティアが実施している日本語教室に通うベトナム人の生徒
さん8名にもご参加いただきました。バスの中でのビンゴゲ
ームやホテルでのランチバイキング、そして横浜美術館で芸
術鑑賞と、一日を通して楽しく交流を深めるとともに、祖国
を離れ日光市で頑張っている日本語教室の生徒さんにエー
ルを送りました。

12 11 クリスマスパーティー
㊐

at 日光市中央公民館

今年のクリスマスは、インドネシア バリ島出身のエルサさんら２人にダンスを披露していただいたり、イン
ドネシアについてのお話も聞いたりしました。その後は一緒にクッキーにアイシングで絵を描くオリジナルクッ
キー作りをしました。クリスマスキャロルを歌い、最後にはサンタからサプライズプレゼントもありました。

❺

各部会が開催した事業について報告しています。
学との連携事業「日光の再発見」については特集ページ４,５をご覧ください。

2 12 体験講座
「ベトナム料理教室」
㊐
人気のあるお料理教室。今回は当協会主催の日本語教
室生徒さんでもあるベトナム出身のロンさん、フェンさん
ご夫婦に「ブン・チャー」というベトナムで有名な麺料理を
教えていただきました。お肉を魚焼き網で香ばしく焼き、
特製の甘酸っぱい付けだれにつけていただきました。

2 16 ブルネイ大使館訪問ツアー in 東京
㊍

こちらも楽しみにされている方も多い会員限定の大使館訪問。
昨年10月のASEAN大使訪問でも大使が日光を訪問してくださ
った、ブルネイ・ダルサラーム国大使館へ行ってきました。日本と
交流が深く、小さいけれど資源豊富、自然も豊富なブルネイにつ
いて学び、珍しいマレー料理をいただきました。参加者の皆様は
「ブルネイに行ってみたい」と口々に話していました。

3 10 外国人観光客との交流事業
酒蔵見学ツアー at 渡邉佐平商店
㊎
今年初めてのイベントとなった外国人観光客との交流事業。
日本のお酒文化を外国人観光客に伝え交流を楽しみました。酒蔵の中を見学後、おつまみと5種類のお酒
を紹介しました。ヨーロッパからのお客様が中心に来てくださり、日光で何をしたのか、母国では何をしてい
るのか、など話に花が咲きました。参加してくれた外国
人から後日「とても素晴らしいイベントを企画してくれ
てありがとう、皆さんひとりひとりと出会えてよかった
です。もっと長く滞在したかった。」という声が寄せら
れました。
に

ほ ん

ご
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し つ

か い

さ い ちゅう

今後の予定

日本語教室 開催中！
きょうし

かた

にほんごきょうしつ

し

ボランティア教師の方による「日本語教室」を知っていま
にほん

す

かた

がいこくじん

たいしょう

せんせい

すか？日本に住む外国人)の方を対象にボランティアの先生
にほんご

おし

げんそく さんがつ

ろくがつ

たちが日本語)を教えています。原則３月〜６月、
く がつ

じゅうにがつ

だい いち

に

よん もくようび

ご

ご しち じ

９月〜12月の第１、２、４木曜日午後７時〜
はち じ さんじゅっぷん

くわ

き

８時30分です。詳しくは聞いてください。

３月
６月
７月

デンマークのティータイム
体験講座
ラピッド市中高生受入
（姉妹都市交流活動）
・歓迎会
・お別れ会
ラピッド市中高生派遣
10月 ・ラピッド市公式訪問団受入

※日本語ボランティア講師も募集中です！

❻

Nikko City International Association
日光市国際交流協会について
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、地元に住ん
でいながら、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？お年寄りからお子様まで、楽しん
で学べるイベントを計画しています。ぜひ、皆様の声をお聞かせください。

会員について
当協会では随時会員を募集しています。会員になると・・
①市内の国際交流情報をいち早く手に入れられる

②協会が企画するイベントに会員価格で参加できる
③協会限定のイベントに参加できる！

などなど・・

会費について
個人会員：3,000円

家族会員：5,000円

※会員の資格は毎年４月に自動更新されます。

法人会員：10,000円

協会会員データ
個人会員：220人

家族会員：23家族

法人会員：51法人

日光市在住外国人数
713人（中国 143人、フィリピン 126人、ベトナム 87人、韓国 69人…）※H29年３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、２、４木曜日）
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。お知り合い、興味のある方にもぜひお知らせください。
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。資格等は必要なくさまざまな言語のできる方を募集しています。

お問い
合わせ先

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

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！

