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公益財団法人栃木県国際交流協会設立 30 周年記念 

とちぎグローバルセミナー第 10 回記念 

とちぎグローバルセミナー 2018  

  とちぎグローバルセミナーでは、栃木県内で国際理解、国際交流、国際協力

等の活動をしている団体が、それぞれ特長を活かした内容でセミナーを開催し

ます（詳細は中をご覧ください）。 

 今年度は、公益財団法人栃木県国際交流協会設立 30 周年及びとちぎグロー

バルセミナー第 10 回を記念して、なんと 21 の幅広いテーマで、子どもから

大人まで楽しめるセミナーをご用意しています。 

 どうぞ奮ってご参加ください！ 

主催：公益財団法人栃木県国際交流協会 JICA筑波 

“世界を感じる”21のセミナー 
201８年 7月 2１日(土)～9月１５日(土) 

とちぎ国際交流センターで開催!! 
 

アメリカ 

スリランカ 

インド 

マレーシア 
ブラジル 

タイ 

中国 

台湾 
ネパール 

フィリピン 

高校生の海外留学 ジェンダー 

英語ディベート 
青年海外協力隊 

世界青年の船 



 

  

期 日 時 間 セミナー名 対 象 番号 

７月２１日 

（土） 

10：00～ 

 12：00 

～10 代の留学にはどんなチャレンジがまっているのか～ 

トビタテ高校生！高校留学の意義 

小中高校生から 

大人まで 
１ 

10：00～ 

 13：00 

～ご飯も主菜も副菜も みんなまとめてボリューム満点！～ 

ブラジルの味をワンプレートで 

一般 

（小中高校生可） 
２ 

13：30～ 

 15：30 

～北インドの農村女性たちの夢、子育て、笑いと収入向上～ 

サリーをユニフォームに着替えた女性たち 

一般 

（中高校生可） 
３ 

７月２４日 

（火） 

13：30～ 

 15：30 

～アメリカのおともだちとあそんでゲームでポーン！～ 

アメリカンワイワイランド 

小学生から 

大人まで 
４ 

７月２８日 

（土） 

10：30～ 

 13：30 

～作って、食べて、五感で学ぶスリランカ by アジア学院～ 

簡単おいしいスリランカ・カレーを作ろう！ 

一般 

（中高校生可） 
５ 

13：30～ 

 15：30 

～クロマグロが危ない! 海の資源について考えよう～ 

ゲーム感覚で！世界の海の豊かさを守るには？ 

小学生から 

大人まで 
６ 

８月４日 

（土） 

10：00～ 

 12：00 

～行ってみよう やってみよう 身近な国際交流～ 

トライしてみる?! 海外派遣? ホストファミリー? 

一般 

（小中高校生可） 
７ 

10：00～ 

 13：00 

～台湾の『料理』と『民謠』に触れあってみませんか！～ 

作ろう！食べよう！楽しもう！ in Taiwan 
一般 ８ 

８月１８日 

（土） 

10：00～ 

 12：00 

～本当にすごい世界がここに～ 

英語ディベート 世界への挑戦 Part 5 

一般 

（中高校生可） 
９ 

10：00～ 

 12：00 

～マレーシア真のアジア～ 

Malaysia Truly Asia 

一般 

（小中高校生可） 
１０ 

13：30～ 

 16：30 

～楽しく、みんなで、世界を知ろう！～ 

日本をとびだしてみよう！ 

小学生低学年 

（1～3 年生） 
１１ 

13：30～ 

 16：30 

～世界にはどんな文化があるの？～ 

ようこそ！ワールドツアーへ 

小学生高学年 

（4～6 年生） 
12 

８月２５日 

（土） 

10：00～ 

 12：00 

～英語を楽しんでゲームをしましょう！～ 

English Fun and Games 
幼児から大人まで 13 

13：30～ 

 15：30 

～あなたの手で自分の水墨画の世界を作ってみませんか？～ 

手ぶらで水墨画体験～中国伝統文化～ 

一般 

(幼小中高校生可) 
14 

９月１日 

（土） 

10：00～ 

 12：00 

～陽気に・美味しく、ブラジル文化を味わう～ 

ブラジルを楽しく体験しよう！ 
幼児から大人まで 15 

13：30～ 

 15：30 

～アメリカの生態系と中国の衣装文化を紹介します～ 

まだまだ知らないアメリカ・中国 
一般 16 

９月８日 

（土） 

10：00～ 

 12：00 

～見て、聞いて、踊って、味わって、ネパールとつながる～ 

なぜ？なに？どうして？多民族国家ネパール 

小学生から 

大人まで 
17 

13：30～ 

 15：30 

～魅惑のラオス・湖と火山の国ニカラグア編～ 

YOU は何しに青年海外協力隊へ？ 

一般 

（小中高校生可） 
18 

13：30～ 

 15：30 

～#MeToo から SDGs まで～ 

ジェンダーから世界を見てみよう！ 

一般 

（高校生可） 
19 

９月１５日 

（土） 

10：00～ 

 12：00 

～日本人が知らない、タイの常識を知ろう!!～ 

タイの常識！？ 非常識！？ 

一般 

（中高校生可） 
20 

13：30～ 

 16：30 

～中秋の名月（十五夜）～ 

台湾の中秋節はどう過ごすの？ 
一般 21 

※各セミナーの内容・定員・参加費などの詳細は、内面・裏面をご覧ください。 

とちぎグローバルセミナー２０１８ 内容一覧 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《講 師》 ユーリー氏(スイス)､アイス氏(タイ)､リル―氏(フ

ランス)､船田千絵氏(AFS 栃木支部長)､帰国留学生４〜5 名 

《対 象》 小中高校生から大人まで 

《定 員》 50 名  《参加費》 無料 
実施団体：グローバル・グループ 

 10 代の多感な時期に成長の過程にある高校生が言

語・文化・習慣の異なる国で、ホストファミリーの一員

として生活を共にし現地の高校に通う。どんな違いを感

じ、どこに共通点を見出すのでしょうか？ 

 ネットや書物では体験できない異国での人との交流

や自分探しに出かけてみませんか？ 県内の高校に留学

中のスイス、タイ、フランスの高校生、ハンガリー、ド

イツ、コスタリカ、エクアドルから帰国した留学体験を

きいて留学への扉を開きましょう！ 

7月 21日(土) 10:00～12:00 

～10 代の留学にはどんなチャレンジがまっているのか～ 

トビタテ高校生！高校留学の意義 

１ 

《講 師》 青木キヨミ氏 

      （ブラジル出身/交流会｢仲間｣会員） 

《対 象》 一般(小中高校生可､低学年は付添い要） 

《定 員》 20 名  《参加費》 900 円 
実施団体：交流会「仲間」 

 緑と太陽の国ブラジルは肉や果物など美味しいもの

がたくさん。お料理はシンプルな味が多いですが、食事

は一つのお皿にご飯と豆料理のフェイジョン、肉や魚の

主菜、野菜なども全部一緒に乗せて食べるそうです。そ

れぞれの味だけでなく、混ぜて違う味もいろいろ楽しめ

ます。講師にブラジル出身の青木キヨミさんをお迎えし

ます。コーヒーは飲み放題です。時間の許す限りおしゃ

べりを楽しみましょう。 

 当日はエプロンをご持参ください。 

7月 21日(土) 10:00～13:00 

～ご飯も主菜も副菜も みんなまとめてボリューム満点！～ 

ブラジルの味をワンプレートで 

２ 

《講 師》 三浦孝子氏（助産師・保健師／アーシャ＝ 

     アジアの農民と歩む会） 

《対 象》 一般（中高校生可） 

《定 員》 50 名  《参加費》 500 円 
実施団体：特定非営利活動法人アーシャ＝アジアの農民と歩む会 

●北インド ウッタルプラデシュ州の農村地帯（男尊女卑の因

習が色濃く残る）の女性。なぜ、村の女性はサリーで顔を隠す

のか？ ベールの中の女性の気持ちを考えてみよう（サリーや

ベールに包まれてみる体験） ●JICA 母子保健活動に参加し

た女性がどのように変化したか？ ●雇用ではなく、よりたく

さんの女性が参加できるボランティア方式 

●命の木 インド原産のモリンガの木の育成、収穫、加工で栄

養不良児の低減と収入向上（試飲試食あります！） 

●笑いヨガでボランティアが活性化…みんなで笑いヨガ体験 

※参加者にはモリンガパウダーのお土産付 

7月 21日(土) 13:30～15:30 

～北インドの農村女性たちの夢、子育て、笑いと収入向上～ 

サリーをユニフォームに着替えた女性たち 

３ 

《講 師》 ニランジャラ・マンチャヤケ氏(2000 年 

     度 アジア学院卒業生、2018 年度研究科生) 

《対 象》 一般（中高校生可） 

《定 員》 20 名  《参加費》 500 円 
実施団体：学校法人アジア学院 

 アジア学院は発展途上国の貧しい農村のために働くリ

ーダーを育てる学校です。今回はその卒業生のニランジャ

ラさんと一緒にスリランカ料理を作るワークショップを

行います。メニューはポテトカレーとロティ（スリランカ

のパン）。料理を作るだけでなく、ニランジェラさんからス

リランカの文化や現状、彼女の現地での取り組み、そして

アジア学院のことについても学ぶことができます。 

 英語での説明になりますが、日本人の通訳がつきますの

で、どなたでもお気軽にご参加いただけます。 

7月 28日(土) 10:30～13:30 

～作って、食べて、五感で学ぶスリランカ by アジア学院～ 

簡単おいしいスリランカ・カレーを作ろう！ 

５ 

《講 師》 アメリカのハイスクール生と中川哲夫氏(と

     ちぎ YMCA) 

《対 象》 小学生から大人まで(低学年は付き添い要) 

《定 員》 35 名 《参加費》500 円(大学生以上) 
実施団体：とちぎ YMCA 

 みんなでハッピー、ワイワイガヤガヤ、とびはねるぞ

ポーン～！ 

 アメリカからのおともだちたちといっしょにゲーム

をしながら、えいごをたのしくみにつけたり、アメリカ

やせかいのことをからだでかんじたりするぞ！ 

 みんなをアメリカのハイスクールのおともだちが、こ

ころとぶんかの「ゆうえんち」へしょうたいだ～！ 

7月 24日(火) 13:30～15:30 

～アメリカのおともだちとあそんでゲームでポーン！～ 

アメリカンワイワイランド 

４ 

《講 師》 JICA 筑波職員、茂木高校生徒 

《対 象》 小学生から大人まで(低学年は付添い要) 

《定 員》 40 名  《参加費》 無料 
 

実施団体：JICA 筑波 

 世界で食べ物の好みが違いますが、日本人は海に囲まれた

国であり、魚を日常たくさん食べています。 

 みなさんも、ご家族で回転すしなどに行かれた際、何が好き

ですか？ 多くの人たちが好きであるマグロすしが、もしかす

ると将来、食べられない時代がやってくるかも…。 

 世界の食べ物資源の継続的な使用のため、どのような取り

組みが必要か学んでみましょう。 

 その他、世界にあるいろいろな課題、問題点の解決に向けた

取り組み（SDGｓ）を検討した高校生の学びの発表もあわせ

て行います。 

7月 28日(土) 13:30～15:30 

～クロマグロが危ない! 海の資源について考えよう～ 

ゲーム感覚で！世界の海の豊かさを守るには? 
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《講 師》 栃木県青年国際交流機構ＯＢ・ＯＧ 

《対 象》 一般（小中高校生可） 

《定 員》 50 名  《参加費》 無料 

 
実施団体：栃木県青年国際交流機構（栃木ＩＹＥＯ） 

 あなたにもできる国際交流、あるんです！  

 外国青年と一緒に活動・生活する「内閣府青年海外派

遣事業」と、外国青年のホームステイ受入についてご紹

介します。  

 海外派遣ってなぁ～に？ ホストファミリーってどん

なことするの？ そんな疑問にお答えします！  

 派遣事業に参加した青年による体験談、ホストファミ

リーの生の声が聞けちゃいますよ♪  

 お子様連れも大歓迎！お気軽にお越しください。 

8月 4日(土) 10:00～12:00 

～行ってみよう やってみよう 身近な国際交流～ 

トライしてみる?!海外派遣?ホストファミリー? 

７ 

《講 師》 菅原美穂氏(料理)、伊澤 愛氏(民謠) 

《対 象》 一般 

《定 員》 20 名  《参加費》 800 円 

 
実施団体：World Cooking C. 

 台湾と聞いて思い浮かべるものはどんなものがあり

ますか？ ｢国立故宮博物院｣、｢台北 101｣、｢テレサ・

テン｣…。そんな中でも､今回は､｢ナイトマーケット(夜

市）」にも数多く出店されているグルメにスポットをあ

て､台湾郷土料理である「筒仔米糕」（カップ入り炊き込

みご飯）と「杏仁豆腐」作りを体験します。 

 作った料理を食べながら、台湾民謡を観賞し、歌詞で

使われている簡単な台湾の言葉を紹介したり、台湾と日

本の文化の違いについて、○×クイズをします！ 

8月 4日(土) 10:00～13:00 

～台湾の『料理』と『民謠』に触れあってみませんか！～ 

作ろう！食べよう！楽しもう！ in Taiwan 

８ 

《講 師》 宇都宮高校英語部 

《対 象》 一般（中高校生可） 

《定 員》 50 名  《参加費》 無料 

 
実施団体：宇都宮高校英語部 

 最初は全員初心者。全然英語が話せなかった僕たちが、

先輩達の後を追って、いつの間にか世界を目指せるまで

に。どうしてここまで夢中になれるのか。そんなすごい

英語ディベートの世界を紹介します。 

 国際大会に日本を代表して出場したメンバーも一部

入っての、デモンストレーション（日本語解説付）に加

え、招待されて参加した韓国の全国大会の報告を、ぜひ

聞きに来てください。 

 

8月 18日(土) 10:00～12:00 

～本当にすごい世界がここに～ 

英語ディベート 世界への挑戦 Part 5 

９ 

《講 師》 宇都宮大学国際協力サークル KAKEHASEEDs 

《対 象》 小学生低学年（1～3 年生） 

《定 員》 15 名  《参加費》 300 円 

 
実施団体：シャプラニールとちぎ架け橋の会 

 おにいさん、おねえさんたちといっしょに、せかいに

はどんな国があるのかかんがえてみよう！ 

 アルファベットを使ってじぶんのなまえをならべて

みたり、カードゲームにちょうせんしたりして、いろい

ろな国のことばをまなんでみよう！ 

 日本をとびだして君のせかいをひろげよう！ワクワ

ク、ドキドキきみが知らないせかいが待っているよ！ 

 手ぶらで参加ＯＫ！保護者の方もぜひお子様とご参

加ください！ 

8月 18日(土) 13:30～16:30 

～楽しく、みんなで、世界を知ろう！～ 

日本をとびだしてみよう！ 

１１ 

《講 師》 ナディア氏(宇都宮大学留学生) 

《対 象》 一般(小中高校生可､低学年は付添い要） 

《定 員》 20 名  《参加費》 500 円 

 
実施団体：宇都宮大学ハラール研究会学生の会 

“Malaysia Truly Asia” とはマレーシアツーリズム

のキャッチフレーズで、「アジアのすべての色、味、音、

光景が集まる場所はマレーシアだ」という意味です。 

 このセミナーを通してマレーシアという国の文化な

どを紹介します。パワポのプレゼンだけでなく、パフォ

ーマンスを披露したり、マレーシアの料理を皆さんに味

わっていただきたいと思います。 

 マレーシアは本当に真のアジアなのか、ぜひ参加して

自分の目で確かめてください！ 

8月 18日(土) 10:00～12:00 

～マレーシア真のアジア～ 

Malaysia Truly Asia 

１０ 

《講 師》 宇都宮大学国際協力サークル KAKEHASEEDs 

《対 象》 小学生高学年（4～6 年生） 

《定 員》 15 名  《参加費》 500 円 

 
実施団体：シャプラニールとちぎ架け橋の会 

 大学生が企画した毎年大好評のイベントが今年もや

ってくる！私たちと世界のことを楽しく学びに行かな

いかい？夏休みの自由研究としてもいいかも！パスポ

ートを持って、ガイドさんとワールドツアーへ出発だ！ 

 クイズやゲームでいろいろな国の文化を体験して、世

界をのぞいてみよう！世界は広いかな？狭いかな？楽

しみながら、日本との違いを探し出せるかな？今回は自

分で作った素敵な伝統のおみやげも持って帰れるよ！ 

 手ぶらで参加 OK！気軽に来てね〜！ 

8月 18日(土) 13:30～16:30 

～世界にはどんな文化があるの？～ 

ようこそ！ワールドツアーへ 

１２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《講 師》 楊 蓓剛氏（蘭竹坊代表）  

《対 象》 一般(幼小中高校生可、低学年は付添い要) 

《定 員》 20 名  《参加費》 500 円 
 

実施団体：蘭竹坊 

 中国水墨画の歴史や水墨画の筆を紹介をしてから、水

墨画の入門編（描き方のこつ、筆の使い方、色の出し方）

を行います。 

 慣れてきたら、基礎編 1（竹の描き方、花の書き方）、

基礎編 2（鳥の描き方）、基礎編 3（ちょうちょなど昆

虫の描き方）に挑戦し、最後に応用編として、自分たち

の好きなものを書いてみましょう！ 

 また、講師の水墨画の作品も紹介します。必要な道具

等は用意しますので、手ぶらで参加 OK です！ 

8月 25日(土) 13:30～15:30 

～あなたの手で自分の水墨画の世界を作ってみませんか？～ 

手ぶらで水墨画体験～中国伝統文化～ 

14 

《講 師》 県内在住のネパール人の皆さん 

《対 象》 小学生から大人まで(低学年は付き添い要) 

《定 員》 30 名  《参加費》 300 円 
 

実施団体：ネパール支援有志の会 サンガサンガイ 

 近くて遠い国ネパール、でもエベレストだけじゃない。

インドとも違う。さまざまな民族がいて、さまざまな文化

や言葉がある。日本人にそっくりな顔つきの人もいれば、

目肌たちがくっきりしてヨーロッパ人のような人もいる。  

 県内に在住するネパールの若者の皆さんが、写真を交え

てリアルなネパールを紹介します。そしてそんな皆さんが

栃木県に来て感じたことも聞いてみましょう。 

 ネパールダンスやネパール文字、ネパール茶の体験のほ

か、復興の状況報告もありますよ。楽しく交流しましょう。 

9月 8日(土) 10:00～12:00 

～見て、聞いて、踊って、味わって、ネパールとつながる～ 

なぜ？なに？どうして？多民族国家ネパール 

１７ 

《講 師》 カエル・ダント氏、孫 雅甜氏（栃木県産 

     業労働観光部国際課国際交流員） 

《対 象》 一般 

《定 員》 50 名  《参加費》 無料 
実施団体：栃木県産業労働観光部国際課 

【アメリカの生き物】 

 アメリカは人種や文化の多様性で有名な国ですが、人間以

外の生き物はどうでしょう？ アメリカの多様な動植物を紹

介します。アメリカ独特の生き物、アメリカのものとは思えな

い生き物を見てみましょう！ 

【中国の伝統衣装－「漢服」】 

 2000 年前の中国人はどんな服装を着ていたか？現代中国

女性が好んで着るチャイナドレスはどのように誕生したか？

56 の民族がいる中国の総人口の９割を占める漢民族の伝統

衣装である「漢服」の変遷過程を辿ってみましょう。 

9月 1日(土) 13:30～15:30 

～アメリカの生態系と中国の衣装文化を紹介します～ 

まだまだ知らないアメリカ・中国 

１６ 

《講 師》 野田サチオ氏（カポエイラサークル「Sou 

     Capoeira」代表） 

《対 象》 幼児から大人まで(小学生までは付添い要) 

《定 員》 40 名  《参加費》 500 円 
実施団体：Sou Capoeira 

 ブラジルといえば「サッカー」「サンバ」「シュハスコ

(バーベキュー料理)が有名ですが、他にもユニークな名

物がたくさんあります。 

 この講座では、2014 年ユネスコ無形文化遺産に登

録されたブラジルの伝統芸能「カポエイラ」やブラジル

のダンス、ブラジルで幅広い世代に愛されている「ゲー

ム」を楽しく体験していただきます。 

 体を動かした後は、ブラジルの軽食を食べながら交流

しましょう。 

9月 1日(土) 10:00～12:00 

～陽気に・美味しく、ブラジル文化を味わう～ 

ブラジルを楽しく体験しよう！ 
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《講 師》 PETJ CREATORS 

《対 象》 幼児から大人まで（小学生低学年以下は付 

     添い要） 

《定 員》 30 名  《参加費》 500 円 
実施団体：PETJ 

 やさしく気さくなフィリピン人スタッフたちと英語

でコミュニケーションしましょう。片言の英語でも

OK。一緒に英会話を楽しみましょう！ 

 また、フィリピンの子どもたちに大人気の伝統的な

「ストリート・ゲーム」をやってみましょう！ 

 参加者にはフィリピンのお菓子をプレゼント！ 

8月 25日(土) 10:00～12:00 

～英語を楽しんでゲームをしましょう！～ 

English Fun and Games 
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《講 師》 栃木県青年海外協力隊 OB 会 

《対 象》 一般（小中高校生可、低学年は付添い要） 

《定 員》 30 名  《参加費》 200 円 

 
実施団体：栃木県青年海外協力隊 OB 会 

 YOU はラオス、ニカラグアのこと、知っていますか？ 

YOU は海外ボランティアに興味はありますか？ 

 このセミナーでは、つい最近帰国した元青年海外協力

隊の２人が、中米ニカラグア・東南アジアラオスの世界

へとご案内します。現地活動の話や、食べ物、アクティ

ビティなど、五感を通して２つの国を感じてもらいま

す！ 現地の人々と同じモノを食べ、共に笑い、時々涙

をながしてきた青年海外協力隊ならではの話が盛りだ

くさん。ワクワク・ドキドキしながら楽しく学ぼう！ 

9月 8日(土) 13:30～15:30 

～魅惑のラオス・湖と火山の国ニカラグア編～ 

YOU は何しに青年海外協力隊へ？ 

18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加団体(50 音順)】 

学校法人アジア学院、特定非営利活動法人アーシ

ャ＝アジアの農民と歩む会、アムネスティ・イン

ターナショナル宇都宮グループ、宇都宮高校英語

部、宇都宮大学ハラール研究会学生の会、グロー

バル・グループ、交流会「仲間」、JICA 筑波、シ

ャプラニールとちぎ架け橋の会、Sou Capoeira、

NPO 法人デックタイグループ、栃木県産業労働

観光部国際課、栃木県青年海外協力隊 OB 会、栃

木県青年国際交流機構、栃木台湾総会、とちぎ

YMCA、ネパール支援有志の会サンガサンガイ、

PETJ、蘭竹坊、World Cooking C. 

参加ご希望の方は下記までお電話ください。なお、

お申し込みの際に、参加希望のセミナー名または番

号をお伝えください。 

公益財団法人栃木県国際交流協会 

Tochigi International Association (TIA) 

☎ 028-621-0777 

〒320-0033 宇都宮市本町 9-14 とちぎ国際交流センター内 

【受付時間】８：３０～１７：１５  【休館日】日曜・月曜・祝日 

 

問合せ・申込み 
 

※県庁前バス停から徒歩 5分、東武宇都宮駅から徒歩 8分。 

※駐車台数に限りがありますので、公共交通機関のご利用にご協力ください。 

場所：とちぎ国際交流センター（宇都宮市本町 9-14） 

《講 師》 NPO 法人デックタイグループ 

《対 象》 一般（中高校生可） 

《定 員》 40 名  《参加費》 500 円 

 
実施団体：NPO 法人デックタイグループ 

 日本からわずか 6 時間、長い鼻を持つ象のような形をして

いるタイ王国。同じアジアの国で、宗教も同じだからなんて甘

く考えてはいけません。仏教が深く生活に根付いているタイ

は、日本では信じられないマナーや常識が一杯。禁酒デーがあ

ったり、バースデイケーキには年齢より 1 本多くローソクを

立てたり…。そんなマナーや習慣の違いをクイズ形式で楽し

く学びましょう（賞品付）。できなくてもマイペンライ！！ 

 また、タイのお菓子、カボチャのケーキの作り方も同時開

催。タピオカジュース付きで試食も楽しめます。 

9月 15日(土) 10:00～12:00 

～日本人が知らない、タイの常識を知ろう！！～ 

タイの常識！？ 非常識！？ 

２０ 

《講 師》 中川英明氏（アムネスティ･インターナシ 

     ョナル日本 事務局長） 

《対 象》 一般（高校生可） 

《定 員》 30 名  《参加費》 300 円 
実施団体：アムネスティ・インターナショナル宇都宮グループ 

 ジェンダーってよく耳にするけど、本当は何のこと? とい

う基本的な話から、ジェンダーをめぐるさまざまな問題をお

伝えします。女の子は学校に行けない。自分が選んだ相手と

結婚できない、子どもを産む・産まないなど、女性に生まれ

たというだけで、自分の人生における選択の自由もない…。    

 ｢そんな差別は、どこか遠い国のこと｣ではありません。日

本の男女間の格差ランキングは、世界 144 カ国中 111 位

なんです！  日本国内の問題と世界各地の問題はどこかでつ

ながっています。ジェンダーのこと、日本のこと、世界のこ

とを、ご一緒に考えてみませんか。 

9月 8日(土) 13:30～15:30 

～#MeToo から SDGs まで～ 

ジェンダーから世界を見てみよう！ 
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《講 師》 劉怡君氏、王雀屏氏 

《対 象》 一般 

《定 員》 30 名  《参加費》 600 円 

 
実施団体：栃木台湾総会 

 日本で｢中秋の名月｣と言えば、お団子を供え、ススキを

飾るのが一般的ですが、台湾ではどうでしょう？ 台湾で

は中秋節は祭日となり一家が揃って重要な日です。昔から

月餅や文旦（ボンタン）を食べながらお月見をします。今

はどうなっているのか？ 

 台湾の人たちとウーロン茶と月餅を楽しみながら台湾

の風習や文化に触れてみませんか？ また｢月｣に関係する

曲をご紹介したり、二胡の生演奏もあります！ テレサテ

ンの｢月亮代表我的心（月がわたしの心を表しているわ）｣。 

9月 15日(土) 13:30～16:30 

～中秋の名月（十五夜）～ 

台湾の中秋節はどう過ごすの？ 
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