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スポーツを通じて
『ことば』の壁を飛び越えよう！

▲平成28年2月27日

国際スポーツ交流会

沼津市民体育館にて（ふれあい部会）
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ふ れ あ い 部 会

スポーツ交流会
２月27日（土）13時半から沼津市民体育館ア
リーナにて、国際スポーツ交流会～スポーツで
外国人住民と交流しよう～を開催しました。当
日は強風ではありましたが天候にも恵まれ、外
国人を含む約80名の方々に参加していただきま
した。
初めにラジオ体操を実施し、日本ならではの
準備運動を体験してもらいました。

そして、
昨年のアン
ケート結果
よりウォー
ミングアッ
プとコミュ
ニケーショ
ンを図る目
的で『関所
破り』
『メディシングボール』を行ってチームご
と交流していただきました。

メイン種目はアリーナを３ブロックに分け、
バスケットボール、バドミントン、卓球に加え
カローリング、クリケット、ユニホックなど日
本ではあまり馴染みのない種目を、体育協会の
皆様やクリケット協会の皆様のご協力をいただ
いて実施しました。
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最後は８人９脚を行い、それぞれ息を合わせ
てゴールを目指してもらいました。
ルールがよくわからない状態からスタートし
た種目もありましたが、参加者間で言葉が通じ
ない中でも身ぶりをまじえて伝え合ったり『ルー
ルがわからない・知らない』が『わかった・で
きる』に変わった後、お互いの距離感がグッと
縮まる瞬間を体感できたりと、あっという間の
３時間でした。

開催中参加者のケガもなく、さらにスポーツ
を通じて言葉を超えた日本人と外国人のコミュ
ニケーションを図ることができたのではないで
しょうか。また、参加者の半数以上が未成年の
方でした。この事業を通じて、若い世代の人達
と外国人との交流のきっかけになってくれれば
いいなと思います。
ご参加いただきました皆様を始め、ご協力い
ただきました皆様、ありがとうございました。
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国際理解教育部会

ミングリングパーティー♪
平成27年度も大好評のプログラム（全３回）
をご紹介します！

第１回目：紅白対抗ミニミニ運動会
❖平成27年９月19日（土）
❖プラサヴェルデ市民サロン

｢ キャンディー取
り風船リレー｣｢ひも
相撲｣「輪投げ」｢大
縄跳び」で笑顔 ･ 歓
声 ･応援が飛び交い
ました。

筆も墨も初体験の外国人学習者

第３回目：世界のお正月とおせち料理
❖平成28年１月９日（土）
❖プラサヴェルデ市民サロン
白熱したか
るた大会、母
国でのお正月
の過ごし方の
紹介と、部会
員手作りのお
せち料理を楽
しみました。
大盛りのちらし
寿司は、順番待ち
の大盛況！

わずか10点差で白組の
逆転勝利！

食べなきゃわからん.かねせいの干物

有限
会社

かねせい水産
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FAX 055-932-1780

第２回目：書道体験

伊達巻の
名前の由来
は、普通の
卵焼きより
も味も見栄
えも豪華だ
からだそう
です。
『ミングリング』は、人々が交じり合うことを
意味します。同じ場所で同じ時を過ごすことで、
国籍を問わずに理解し合えるのではないかと思
いました。

❖平成27年11月21日（土）
❖大手町会館
講師の佐野さん（沼津市の町の識者）が、お
手本を書いて下さい
ました。お手本は、
カタカナが多かった
のですが、希望者に
はステキな漢字を選
択して下さり、外国
人学習者は、とても喜んでいました。
               近畿日本ツーリスト㈱

              

マイケルさん⇒舞蹴さん
サマディさん⇒夏日さん



沼 津 支 店

 ☎055-963-0496
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カ ラ マ ズ ー 部 会

パ リョウ ギ

岳陽の無形文化遺産『巴 陵 戯』紹介


部会長 鈴木康圀

昨年、岳陽市滞在中に、英国サマーセット郡
の岳陽市訪問団の皆さんと同席し『巴陵戯』を
鑑賞する機会に巡り合えました。巴陵戯とは『湘
北の門戸』と呼ばれた古称巴陵の湖南省岳陽一
帯で形成され流行した芝居の一種で、皆さんよ
く御存じの『京劇』の様なものです。巴陵は岳
ユエジョウバン
州に属していたことから『岳 州 班』とも言いま
した。

巴陵戯演者の口伝によれば、明代末期の洪勝
班演者洪玉良が巴陵戯の始祖であるとのことな
ので、既に300年以上の歴史があることになりま
す。隆盛期となった清代末の演義小説にも巴陵
パー シャン シィ サン クワイ パイ
パー シャン シィ パー
戯が描かれ『巴 湘 十三 塊 牌』や『巴 湘 十八
バン
班』と呼ばれる専門的職業班社（劇団）には、
劇団員800人余りがいたとされており、湖南省の
他にも湖北省や江西省の都市で大変名を馳せ、
岳陽市内には40座余りの専用舞台が存在してい
たということです。

◆NICE英会話教室（初級）
前期は外国籍のお客様を受け入れる際に
使える英会話、後期は海外にホームステイす
る場面で使える英会話について勉強します。
•４月21日
（木）
～６月30日
（木）
•毎週木曜日（全10回）
•受講料3,000円（会員2,500円）
◆市民姉妹都市訪問団派遣
•期間：７月21日
（木）
～７月29日
（金）
•費用：概ね21万円程度
◆高校生姉妹都市ホームステイ体験
姉妹都市カラマズーでホームステイ体験
をしてみませんか。
•期 間：７月21日
（木）
～８月５日
（金）
•留学生：２名派遣
•経 費：220,000円程度
•選考会：５月９日
（月）
•募 集：広報ぬまづ（３月15日号掲載）
•応募期間：４月１日
（金）〜４月28日
（木）
※詳細はホームページ及び広報ぬまづ３月
15日号をご覧下さい。

企 画 広 報 部 会
平成28年度沼津国際交流協会総会・懇親会
•日 時：平成28年５月22日
（日）
•会 場：ホテル沼津キャッスル


❖総

1952年に巴陵戯と正式に名称が定まり、2006
年には国務院の批准により第一期国家級非物質
文化遺産（無形文化遺産）リスト入りしました。
巴陵戯は湖南省はもとより全国の地方大戯劇の
中でも重要な位置を占めており、言語・演目・
節回し・演出等その全てにおいて岳陽に関する
歴史文化的情報を受け継いでいることから、民
俗風習の生きた化石として、中国戯曲研究の貴
重な資料とされています。
岳陽の歴史を垣間見ることのできるこの素晴
らしい “巴陵戯” が、いつか日本で鑑賞できれ
ば、と、夢は広がります。
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沼津市日の出町1－1 TEL：055－923－1255

会

時間：18：00～19：20
会場：１階 サフランの間
❖懇親会 時間：19：30～21：00
会場：１階 ラベンダーの間
❖会 費：5,000円

注）５月20日（金）以降のキャンセルにつきまし
ては、後日会費を徴収します。
※当日は受付にて平成28年度分の会費を納めるこ
とが出来ます。又振込をされる方は以下の振込
先をご利用ください。
振込先口座：スルガ銀行 沼津市役所出張所
（普）1563774 沼津国際交流協会会長 安田政義

※恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。
銀行から発行される｢振込票の控え｣または「振込
明細」をもって領収証にかえさせていただきます。

