
2019年度　冬のイベントのご案内 

TEL 07 7－525－4711■申込・問い合わせ
（火曜～土曜 9：00-17：30 日月祝休）

参加費 2,000円（会員1,800円）※食事代・講師料等含む

対　象 20歳以上の方

場　所 ドイツレストラン ヴュルツブルク
（大津市由美浜5）

場　所 大津市 市民活動センター大会議室
講　師 京都日本語教育センター 講師

定　員 先着30名

定　員 先着30名程度 ※既定の人数に達しない時は開講しません

受講料 全６回 6,000円
※講師料・資料代含む

申　込 11月20日（水）9時～
電話または事務局で受付。

申　込 12月17日（火）９時～
電話または事務局で
受付。

備　考 個別のアレルギー等には対応しません。
お子さんの同伴はご遠慮ください

日　時
2019年

12月4日（水）11：00～13：30

日　時
2020年
1月11日（水） 13：00～14：45

1月18日、25日（土）
2月 1日、 8日、15日（土）
 13：00～14：30

ドイツのクリスマス料理を楽しもう！
ドイツではクリスマスをどんな風に過ごしているのでしょうか。
クリスマスマーケットやグリューワインの作り方（試飲有）等に
ついて話を聞き、おいしいクリスマス料理を堪能してみませんか？

日本語ボランティア養成講座
生活に必要な日本語を外国人に教えるボランティアを
目指す方のための講座。

※12：50集合。受付と支払を済ませてから着席してください。

❶当協会賛助会員による日本語教室でボランティア登録を希望
される方は、本講座6日間を全て受講することが条件です。

❷一旦お支払いいただいた受講料は返金しません。

注意事項
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参加費 500円

場　所 おつけもの丸長
（大津市尾花川13-14）

日　時
2020年

2月19日（水）10：00～11：30

「近江野菜とお漬け物の魅力」
～ワンポイント英会話付き～

定　員 先着30名
申　込 2020年1月下旬に発表予定。

事務局にお問い合わせください。

参加費 600円（会員500円）
場　所 瀬田東公民館
日　時

2020年

2月5日（水）10：00～11：30

あなたの街で
英会話  in 瀬田

定 員 先着20名程度
申　込 12月中旬に発表予定。

事務局にお問い合わせください。

第
２
回

外国人に伝えたい！近江・食の魅力

2019年度 語学講座受講生追加募集中

カリキュラム内容や講師の紹介は
ホームページをご覧ください。

英　　会　　話
ドイ ツ 語 会 話
中 国 語 会 話

韓 国 語 会 話
フランス語会話

スペイン語会話
ベトナム語会話

2019年度　冬のイベントのご案内 

受講料
16,000円（会員15,000円）
※75分授業を3か月で10回開講

体験受講
1,600円（会員1,500円）
※要予約・各講座１回限り。
※開講スケジュール、定員状況等は
　事務局にお問い合わせください。

2019年度11月 事 業 報 告

75分授業

https://www.oiga.jp/

11月9日（土）　明日都浜大津　ガス燈広場周辺

国際ふれあいフェスタ in OTSU
～世界と滋賀のコラボレーション～

さわやかな秋晴れの中、毎年恒例のフェスタを開催しました！
食や音楽、遊びを通して外国の文化や滋賀の魅力に触れてい

ただくイベントとなりました。
今年は6団体によるステージや10団体による食や遊びブー

ス、大津市が交流している世界の都市に関するクイズや抽選会、
外国のことばを学ぶスタンプラリー、18の協賛団体のご協力の
もと開催したお楽しみ抽選会など、オープニングからエンディン
グまでたくさんの方にご来場いただきました。
フェスタ開催に際し、ご支援・ご協力いただきましたステージ

出演者、出店者、ボランティア、協賛団体の皆様、ありがとうござ
いました。
当協会ではこうしたイベントで、市民が互いに交流し、異文化

を理解していただく機会を提供してまいります。

瀬田の街での道案内に
役に立つ簡単な英会話を
学んでみませんか？
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国際ふれあいフェスタ in OTSU フォトギャラリー

Foods

Activities

Stage
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8月17日（土）～22日（木）

第21回滋賀県ミシガン州友好親善使
節団の交流プログラムの一環で大津市の
姉妹都市であるアメリカ・ランシング市長
とそのご家族を含むミシガン州友好使節
団が来津。台風の影響で到着が1日に遅れましたが、滋賀を楽しまれました。
17日は大津三大祭りの一つ、船幸祭を観覧。夜の花火も堪能されました。
19日はミシガンクルーズや近江神宮への参拝、同神宮内時計館の見学、市長招宴。

近江神宮では、大津市とランシング市との姉妹都市関係が続きますよう、またこの友好
使節団のご多幸を祈願しました。
祝詞をあげていただいた際は、使節団の方々は、この祝詞の意味や市長に榊を奉納

など様々な所作等に興味を持たれ感激されていました。

当協会は、今年度より大津市から国際親善推進事業を受託しています。

初来日の方は全てが心配の種に
なるため、事前に連絡を取り合い少
しでも不安なくステイしていただけ
るよう心掛けていました。
いざ来られてみると本当の家族

のようにリラックスし、銭湯で裸の
付き合いをするほどお互いに有意
義な時を過ごすことができました。今でもメールで頻繁に連絡を取
り合っています。
国、習慣が違い、話す言葉も違いますが同じ人間なのでハートで

心は通い合うものですね。
本当に地道ではありますが、個人のこういった活動が両国のまた

世界の相互理解に大きく貢献するものだと信じています。
このような素晴らしい機会を得ることが出来たことに感謝し、今

後の発展を心から祈っています。

5月にランシング市訪問団ホームステイボランティアを
募集し、8家族にお引き受けいただきました。
体験談をご紹介します。

ホームステイ
ホストファミリーさんの

体 験 談

アメリカ ミシガン州ランシング市 
訪問団来津

インタビュー

普化正宗尺八の
皆伝を受けたフランス人

ムートン・セバスティアンさん
フランス東部・クルゼイユ出身
大津市在住
当協会フランス語講師

Q.日本に来たきっかけは？
ネパールの旅行中に妻と出会い来日、
結婚しました。はじめは京都に住んで
いましたがその後大津に引っ越して7
年になります。
Q.尺八との出 会いは？
京都の演奏会で初めて尺八の音を聴
き、とても印象に残っていました。
2013年、高島市の「八ツ淵の滝」に向
かうバスで、偶然尺八の先生に出会い、
後日尺八を教えてくださいとお願いし
ました。先生にはとても親切にしてい

ただき、尺八はもち
ろん、様々なことを
学ばせていただきま
した。
Q.尺八の魅力とは？
私が学んだのは明暗
尺八と呼ばれる宗教
尺八です。

きれいな音
を出すことを
目的にせず、
瞑想のように
心を静かに、
無にするこ
と。季節によって尺八の音が異なること。
自然の中で、特に水の音と調和するとこ
ろ。それら全てが尺八の魅力です。

Q.大津の良いところは？
自然が豊かなところが素敵ですね。石
山寺や三井寺などは特に素晴らしいと
思います。自宅近くのお寺からはびわ
湖がよく見え、人も少なく静かなので、
よく尺八を練習しています。自然の中
で演奏するのは格別です。

Q.叶えたい夢は？ 
尺八をもっと世界に広めていきたいで
すね。

第3回
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当協会では国際社会に対応する魅力あふれる
大津の街づくりと国際交流の一層の発展を目的
として、協会活動に対する皆様のご理解とご参加
をいただくため、賛助会員を募集しています。当
協会の事業は皆様の賛助会費等によって行われ
ています。国際交流や多文化共生まちづくりに関
心をお持ちの方のご入会をお待ちしております。

※入会方法・会員特典など詳しくは協会事務局までお問い
合わせください。

2019年度賛助会員制度のご案内

 団体会員：一口年額10,000円
　個人会員：一口年額 2,000円

家族会員：一口年額3,000円
　学生会員：一口年額1,000円

●賛助会費
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◇ インテンシブコース Intensive Course
 6か月または10週間／6 months or 10 weeks

◇ イブニングコース Evening Course
 6：30-8：10 pm. 週2回 twice a week

U R L： http://www.kjls.or.jp
E-mail： office@kjls.or.jp
Te l .  075-414-0449
Fax. 075-441-9055
〒602-0917
京都府京都市上京区一条通室町西入 
Ichijo Muromachi Nishi, 
Kamigyo-ku, Kyoto, 602-0917

The Kyoto Center for 
Japanese Linguistic Studies
Kyoto Japanese Language School

公益財団法人

京都日本語教育センター
京都日本語学校

通訳サポーター募集
大津市では在住外国人支援の一環として、市
役所や学校などが作成する文書の翻訳や、市
役所での手続き・面談などの通訳にご協力いた
だける人を「大津市行政文書翻訳・通訳サポー
ター」として登録する制度を設けています。
現在、以下の通訳派遣依頼が増えています。

当協会では今年 4 月より大津市から多文化共生事業を受託しています

通訳サポーターの登録にご興味がある方は当協会までお問い合わせください。

ポルトガル 語
ベトナム語
スペイン語
マレーシア語
ミャンマー 語  など

★ 日本語が母語でない人
 日本語能力検定２級～1級程度

★ 日本語が母語の人
 外国語の通常会話が理解でき、 
 受け答えができる。
 市役所での手続きの仕方など 
 が説明できる。

語学力の目安

内容言語 乳幼児健診　学校園での個別懇談や家庭訪問 など

当協会に賛同いただいている団体からのご案内

去る10月18日当協会交流サロンにて理事会が行われ、平成31年度
の追加事業について審議し承認されました。承認を受けた事業につい
ては協会ＨＰに掲載しています。

 平成31年度 第 3 回  理 事 会

パフトクラブは当協会賛助会員で構成されたボランティアグループです。

パフトクラブ主催 チャリティーコンサート

「うたすみれ」による珠玉のクリスマスソング
日時 12月6日（水）14：00～
入場料 500円 連絡先 清 水 （090－5678－9149）

場所 スカイプラザ浜大津
（全額国連世界食糧計画協会へ寄付）
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Ishiyamadera Temple (Head Temple)Ishiyamadera Temple (Head Temple)
Autumn Color Illumination EventAutumn Color Illumination Event

Hours 17:30–21:00
Period 11/15(Fri) 12/1(Sun) , 2019

Admission fee (Evening)
 (300 yen for elementary school student)

Atarayo MomijiAtarayo Momiji

600 yen

当協会に
賛同いただ
いている
団体からの
ご案内

本物のドイツの建物で、
本場ドイツの味を
お楽しみ下さい。
湖の見えるテラス席もあり、
ペット同伴可能です。
ご来店をお待ちしています。

ヴュルツブルクドイツレストラン

〒520-0811 大津市由美浜5番地 077-526-3500TEL
wurzburg@mx.biwa.ne.jpe-mail http://www.wurzburg.jp/URL
ランチタイム●11：00～14：30　ディナータイム●17：00～22：00営業時間

077-526-3539FAX

ドイツレストラン ヴュルツブルクでは、当協会の個人賛助会員の
「2019年度会員証」をご提示で、飲食代金を5％割引！5％割引！

6名以下のご利用で
現金払いのみ。他割
引との併用不可

個人賛助会員 新特典スタート ！

当協会情報誌OIGAは年４回発行。
次回は2020年２月発行予定です。


