Hodogaya International Lounge

2021 年度 外国語講座

国際
交流

春 はじめよう！
2021 年度外国語講座（前期：4~9 月、全 18 回）を次の通り募集します！
オンライン講座

語 学

PC・スマホ・タブレットを使用して Zoom でレッスンをします。

コース

定員

ハングル講座

入門セミ
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英会話

サロン２

8名

スペイン語講座
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対面講座

会場：イコットハウス 但しスペイン語は横浜市岩間市民プラザ
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15 名

英会話講座
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中国語講座

入門セミ
プライベート

4名

中国語講座
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4名

スペイン語サロン

曜日

水曜日

日曜日
日曜日

時 間

受講料(円)

10:30~11:50

34,200

12:00~13:20

25,660

13:30~14:50

25,660

13:30~15:00

25,660

15:30~17:00

25,660

9:40~11:00

25,660

18:00~19:20

25,660

19:30~20:50

25,660

10:10~11:30

22,000

14:00~15:20

22,000

12:30~13:50

22,000

15:30~16:50

22,000

15:30~16:50

34,200

14:00~15:20

25,660

火曜日

10:00~11:20

25,660

日曜日

11:10~12:30

34,200

火曜日

木曜日

●申込方法：
2 月 16 日より 3 月 12 日まで。 はがき、
メール、または窓口で受付け(電話は不
可)応募者数が定員より多い講座につい
ては抽選
●受講料は全て税込み 18 回分
詳細は当ラウンジ宛にお問い合わせ又
ホームぺージをご覧ください。

ほどがや
2021 年 2 月

第 81 号

「第 31 回ほどがや国際フェスタ」

【今年度のフェスタは特設サイトとギャラリー展示をオープン】
オンライン講座

英会話サロン

毎年恒例の「ほどがや国際フェスタ」は、新型コロナウイルス感染
防止のため、2020 年度は特設サイトを設けてのオンラインでの公
開と横浜市岩間市民プラザ ギャラリーでの写真による回顧展の開
催となりました。例年のような形ではありませんが、これまでのフ
ェスタを振り返り、楽しんでいただこうと、過去の写真などを多数
掲載、展示しました。

ギャラリー「フェスタ回顧展」
期間：11 月 13 日（金）～11 月 15 日（日）

横浜国立大学の留学生

スペイン語講座

フェスタ特設サイト
期間：11 月 7 日（土）～11 月 30 日（月）

対面講座

金曜日

【特設サイトトップページ】

の皆さんのコーナー

【世界の音楽と踊り】

スペイン語サロン
ハングル講座

【メールマガジン】

【2021 年度の会員募集と会員登録更新のお願い】

当ラウンジのイベント情報、外国語講座ほかの募
集要項等をタイムリーにお知らせしています。
メールマガジンご希望の方は当ラウンジ宛てに
メールでお申込みください。

メールアドレス
toiawase@hodogaya-kokusai.com

「NPO 法人 保土ケ谷国際交流の会」の会員になりませんか！
国際交流活動や外国人の方たちが住みやすい地域社会づくりに関心のある方なら

さまざまな国の歌や演奏

どなたでも参加できます。皆さんのご支援が活動を支える大きな力になります。
これまでのさまざまな歌や踊り
演奏の写真と動画を掲載しました

正会員：恒常的な活動を通じ、当ラウンジを積極的にサポートしていただける方、

メールのタイトルは「メルマガ希望」とし、本文
にはお名前をお書きください。
※ご登録いただいたメールアドレスは本メール
マガジンをお送りする目的のみに使用し、他の目
的には一切使用いたしません

または活動の有無にかかわらず当会の趣旨に賛同して支援してくださる方。
（年会費 1,000 円、総会に出席し議決権があります）
賛助会員：主に学生の方。
（年会費無料、総会での議決権はありません）
※正会員、賛助会員の方には当ラウンジが発行する広報誌をお送りします。

【世界の屋台村】
【日本語スピーチ】
熱心に写真に見入る方も

こくさいこうりゅう

ほどがや国際 交 流 ラウンジ
（運営団体 NPO 法人 保土ケ谷国際交流の会）
よこはまし ほ

ど が や く いわまちょう

〒240-0004 横浜市保土ケ谷区岩間町1-7-15
よこはまし い わ ま し み ん

かい

横浜市岩間市民プラザ 1階
開館時間 ：9:30～18:00
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きゅうかん び

げんそくつき

かい し せ つ てんけん び

がつ

にち

がつ

か

休 館 日 ：原則月2回施設点検日および 12月28日～1月4日

でん

電

4

わ

話

：045-337-0012 FAX：045-337-0013

e-mail

：toiawase@hodogaya-kokusai.com

URL

：https://www.hodogaya-kokusai.com

スピーチの動画を見ていただきました

バラエティに富んだ料理を
こんなに提供してきました

毎年大賑わいの世界の屋台村
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ニューノーマルでのラウンジ活動

ぴっころ クリスマス人形劇
12 月１日(火)、中国、マレーシア、ベトナムの外国人親子と
日本人親子が参加し、人形劇団『 はまなす」の皆さんの人形劇

ほどがや国際交流ラウンジでは新型コロナウイルスの感染が続く中、ニューノーマルな生活様式での
ラウンジ活動を再開しました。ご紹介するイベントは参加者の数を制限し、検温・マスク着用・人との距
離・換気を徹底して実施しています。さらにオンラインでのイベント同時配信にも挑戦しています。

を見ました。手作りの可愛らしい人形たちが、 ウサギとカメ」
おおきなかぶ」 ぞうくんのさんぽ」に登場しました。おお
きなかぶを引き抜く場面では

うんとこしょ、どっこいしょ」

と元気のよい掛け声が会場から聞こえ、お母さんたちも子ども
たちも人形劇に夢中になっていました。劇の後には手遊びや自
由遊びなどもして楽しい時間を過ごしました。これからも感染

異文化理解講座

対策をして、交流の場をつくっていきたいと思います。
（子育てサロン

人形劇 大きなかぶ」

ピーチ」共同開催）

10 月 10 日(土)に南インド出身のシバ・サンカリさんとアルンさんご夫

ボランティアさんと
ジングルベルの歌

妻をお迎えし、やさしい英語と日本語で今年度最初の異文化理解講座
『南インドの文化と料理』を開催しました。
講座前半ではアルンさんが『文化』について南インドの位置、暮らし、

対面参加の皆さん

ハローギャザリング

宗教、言語、有名な構造物などを紹介、後半はシバさんが『『料理』につ
いてさまざまな香辛料も取り上げながら紹介されました。
ホワイトボードを使って母国語のタミール語も教えていただきました。

南インドの文化について分かりやすく説明して
くださったアルンさん

12 月 19 日『（土）オンラインでの参加をメインに、人数制限の下 3 名
の会場参加者が加わり新たな形態でのハローギャザリングを開催し
ました。テーマを

除夜の鐘と初詣」とし、古くからの日本の文化・

風習と、現代の年末『・年始のイベント、食事などを紹介し、それらを

言語について説明
されたお二人は息
もぴったり

話題に、オンライン参加者と対面参加者がおしゃべりをし、出身国で
はこんなこと、あんな食事をとりますなどと会話が弾みました。これ
からも、今回の経験を活かし工夫をしながら継続して新形態でのイベ
ント開催を目指します。

中央のノート PC でオン
ライン配信にチャレンジ

わからないこと、難しいこ
とが沢山あって、大変です

シバさんの話ではじめて知る南インド料理の数々

熱心に話をされるシバ・サンカリさん

食の国際交流
11 月 15 日(日)、
『お家で作ってみよう！インドのスパイス料理』を 10

子どもの勉強会

月にも異文化理解講座の講師をされたシバ・サンカリさんにお話いただ
きました。前半は南インドの食文化とスパイスについて、後半はチキン

現在は感染症対策をしつつ中学生のみに教室を開いています。苦手な教科の学習を

カレーとオニオンパコダのレシピを紹介。家でも作れるように、参加者

克服しようと参加する生徒、高校受検に臨む中 3 生徒は、真剣に取り組んでいます。

の方には 13 種類のスパイスもお持ち帰りいただきました。今年はコロ

昨年のクラス閉鎖中、ラウンジスタッフの協力もあり、子どもたちへ手紙を送った

ナの影響で、例年のように参加者の皆さんと一緒に調理を楽しむことは

り、保護者へ電話し近況を尋ねたり、ZOOM を使って試験的に学習の機会を持った

出来ませんが、ぜひお家で本格的なスパイス料理に挑戦されることを期

りしました。現状の不安定な中、次のことを目標にします。子どもたちや保護者と

待しています。

の関係をつないでいく。ボランティアの研鑽をし、対面以外の学習の方法を模索す
る。子どももボランティアも、一歩でも前に進む試みに挑戦したいです。

ボランティアの先生が
熱心に教え中学生は真
剣に勉強をしています

学習終了後は先生が勉強机を消毒しています

終了後も参加者の質問に丁寧
な返答

マスク越しにスパイスの香りを楽しんでみる
お土産には色とりどりの香り
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高い 13 種類のスパイス

神奈川県立金井高等学校 水島里歩先生が社会体験研修でほどがや国際交流
ラウンジにいらっしゃいました。神奈川県教育委員会では 5 年経験者研修の一
環として、異業種の体験を通し、組織の中で果たすべき責任や役割を学び教育
活動に生かすことを目的として、社会福祉施設、社会教育施設、民間企業など
で社会体験研修を実施しています。水島先生はほどがや国際交流ラウンジを研
修の場所に選ばれ、12 月 5 日(土)一日国際交流ラウンジでの外国人支援事業、
交流事業などについて体験、学んで行かれました。

お知らせ
次号では日本語教室を紹介する予定です。
コロナ禍でも熱心に外国人の日本語学習
を支援するボランティアの活躍する
様子をお伝えしたいと思います。
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