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（普済寺四天王仏の広目天と増長天） 

東海市国際交流協会会報（No.１６４） 
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「はーと＆はーと 2021」の開催にむけて 
副会長 桜井敏彦

東海市の後援で 2013 年にスタート

し、翌年から市の委託事業となった

「はーと＆はーと」は太田川駅前の広

場や、大屋根広場で当協会が企画、運

営している手作りイベントです。地元

出身のアーティストやプロの演奏家、

歌手などの参加もあり市民と外国人

とが気軽に触れ合える場を提供して

きました。しかし、新型コロナの影響

で昨年は中止を余儀なくされてしま

いました。 
外国人や会員同士の交流を原点と

する協会活動にとって、交流の機会を

奪われることはまさに翼を失った天

使同然です。非常に残念ではあります

が、その他のイベントも同様、感染防

止を最優先と考え縮小や中止をせざ

るを得ません。 
東海市を訪れる外国人の数も減り

海外への移動も制限されている中で

も、何とか地域の外国人と交流活動が

できないか、今年はできる範囲での交

流の場を考えようと、市役所秘書課と

検討を重ねてきました。 
うれしいことにここ最近はコロナ

感染状況が低レベルで推移していま

す。「はーと＆はーと 2021」を小規模

でもよいから開催しようと、現在、石

田会長を中心に企画中です。駅前の広

場や通路での開催は不特定多数の市

民が集まることが予測されますので、

会場を東海市芸術劇場１階の多目的

ホールとし、感染防止策の徹底で市民

や主催者が安心して参加できる方法

を模索しています。 
会場には8つほどの外国ブース出展

が決まり、各ブースで国や文化の紹介、

試飲、試食に代わるグッズ紹介や配布

などを考えています。会場では舞台を

設置して歌や踊り、その他のパフォー

マンスタイムも考えてスケジュール

調整をしています。 
現在はコロナ感染対策として入場

者制限を考えています。年明けには状

況が更に改善されるのか、リバウンド

傾向となるのか予測は付きませんが、

状況を考慮しながら臨機応変に対応

していきます。 
会員の皆様の参加、出展ブースへの

ご協力をよろしくお願いいたします。 
 
 

 
 
 

 
 

 

“Could you speak up, please?” 

「もう少し大きな声で話してもらえますか？」 

電話の声が小さく聞き取りにくい時に使える 

表現です。 
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「はーと＆はーと 2021」 開催！ 

 

○「はーと＆はーと 2021」を 2022年 2月 6日（日）に芸術劇場多目的ホールで

開催予定です。 

 

○ブースを 8か国設け、舞台で、踊り、歌、映像を披露し各国の文化を紹介し 

ます。 

 

○コロナ対策を取りつつ、交流を楽しみましょう。 

 

○当日のスタッフも募集しています。（Ｐ5） 

 

○皆さんの力で、成功させましょう。 

                            

副会長 久田洋子 

 
 
 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

外国にも切り絵はあるの？ ３ 

 

 紙を切ることでアート表現する手法は外国でもよく知られます。 

ヨーロッパで有名なのはポーランドのビチナンカと呼ばれるもので、土産物

の専門店もあるようです。 

作品の多くは紙を二つ折りや

三つ折りにして、鋏で模様を切り

こんでゆき、最後に広げると完成

です。そのため左右対称や放射状

の作品になります。 

一枚の紙で作るものや、何色か

の紙を切り重ねてゆくものなど、

表現方法は様々です。 

       桜井敏彦 
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世界のお菓子 「フォーチュン・クッキー」 
フォーチュン・クッキーは、中におみくじが入っているワクドキな焼き菓子です。北陸

地方などで新年のお祝いに神社で配られていた辻占煎餅（つじうらせんべい）に由来し、

ルーツは日本です。お土産になったり、映画に出てきたリ、ＡＫＢ48の歌「恋するフォー

チュン・クッキー」がヒットしたりと、名前はお馴染みですね。 

2021年もあと少し、希望に満ちた 2022年を迎えたいものです。 

さあ！ 新年の運勢を占うクッキーを焼きましょう。 会報委員 竹内かずこ 

 

おみくじの準備 

油が染みにくい紙を細い帯状にカットし、 

メッセージを書きます。 

オーブンの準備 

天板を入れた状態で 180℃に予熱。 

オーブンシートを 2枚用意。（交互に使用） 

作り方 

1.ボウルに卵白を入れ、軽くほぐします。 

2.グラニュー糖を加え、もったりした状態になるまで混ぜます。 

3.ふるった薄力粉・塩・バニラエッセンスを入れ、粉気がなくなるまで混ぜます。 

4.冷ました溶かしバターも加えて混ぜます。 

5.オーブンシートに、大さじ 1/2 量程度の生地をのせ、スプーンの背で直径 5〜6cmに広げ

ます。 

6.縁が茶色くなるまで約 7分間焼きます。（一度に 2枚ずつくらい焼く） 

7.焼き上がったらすぐ、フライ返しなどで 1枚取り出し、熱いうちに裏返して紙をのせ、 

半分に折り、固くなるまで型などに入れて固定し、冷まします。 

参考にしたサイト・ [クックパッド]みんなのレシピ– Wikipedia 

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
ギネス認定の寺？ 

 以前、アメリカ人夫妻を連れて普済寺を訪れたときの座禅体験が好評でした

ので、今でも体験できるのか聞いてみました。残念ながら今は人手（僧侶）不

足でやっていないとのことでした。昔、このお寺にはギネス認定の太鼓がある

と耳にしたことがあるので、ついでに聞いたところ「住職が亡くなったので詳

しいことは分かりませんが、30 年ほど前に太鼓と鏧子（ケイス）、木魚が日本

一とか世界一とか聞いたことがあります」とのことでした。確かに本堂には大

きな仏具が並んでいます。興味のある方はぜひご覧になってみては･･･？ 

ちなみに中門からは鐘を打つ音が聞こえますが、鐘楼に登る階段がどこにも

見当たりません。このことも伺うと「自動になっています」とのことでした。 

材料(15個分)  

卵白…1個分 

グラニュー糖…25g 

薄力粉…30g 

塩…少な目のひとつまみ 

バニラエッセンス…適量 

無塩バター…30g 

（溶かしておく） 
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＝ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ-Ⅰ＝ 

 

ボランティア研修会 Zoom 体験会 参加者募集 

日  時  2022年 2月 15日（火）、16日（水）午前 10時～11時 

場  所  ご自宅または協会事務室、中会議室 

内  容  Zoom Cloud Meetingsアプリを使い、交流体験をします。 

      まもなく令和 4年になります。コロナが流行し始めて丸 2年とな

ります。令和 2年度の総会は書面での開催でしたが、今年度はオ

ンラインでの開催で、Zoomアプリを使い出席者は主にご自宅から、

参加しました。中には初めてで出席を躊躇された方もあったよう

です。そこで体験目的でこの研修会を開催することにしました。 

参加申込  2022年 1月 20日（木）〆切 先着順 数名程度 

      申込時に以下４つについて、お伝えください。 

      1．ご住所 

      2．お名前（会員名） 

      3．電話番号 

      4. 参加希望日 

5. 参加希望場所  

・ご自宅から参加・・・Wi－Fiの有無など、申込み受付時に確

認させて頂きます。 

       ・協会事務室で参加・・・スマートフォン又はタブレット持参 

※参加申し込み後、IDとパスワードを郵送します。 

申込み電話番号  協会事務室☎0562-32-5339 

 

 

 

 

 

 

Ｚｏｏｍ体験会 当日のお手伝い募集   

2022年 2月 15日（火）、16日（水） 9：30～11：00 

場所：協会事務室 

はーと＆はーと 2021 当日のお手伝い募集 

日 時：2022年 2月 6日（日）  9：00集合 

場 所：東海市芸術劇場１階多目的ホール 

 

※お手数ですが事前に、協会事務室☎0562-32-5339 までお知らせください。 
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＝ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ-Ⅱ＝ 

 会員のつどい参加者募集  

日 時：2022年 1月 10日（月）祭日 13：30～15：30 

場 所：東海市立商工センター１階 多目的ホール 

内 容：己書体験を通した交流会（おのれしょ） 

    己書とは文字を心のままに書く（筆ペンで葉書に書く） 

    日本古来の筆を使って現代風な文字を書く 

定 員：50名 要予約 先着 50名 12月 14日〆切り 申し込みは協会事務室まで 

参加費：無料（会員限定） 

＊ お土産付き 

＊ 当日検温 37.5度以上は参加不可 

＊ マスク着用 

 

 日本語教室  

日 時：第１・第３日曜日 14:00～16:00（緊急事態宣言発令中はオンラインで） 

第２・第４月曜日 19:00～20:30（オンライン授業） 

場 所：東海市立商工センター３階中会議室他 

 子どもといっしょに日本語教室  

日 時：第１・３木曜日 10:00～12：00       

場 所：しあわせ村研修室他 

（託児を希望される方は事前にご連絡ください） 

 外国につながる子どもの学習支援教室   
事前に事務室へお問い合わせください。 
日時：毎週金曜日 18:30～20:30 /場所：東海市立商工センター３階中会議室他 

外国から来た子どもに宿題や勉強を教えるボランティアを募集しています。 

興味のある方は事務室へご連絡ください。 

 

 在住外国人生活相談  

英語、中国語またはタガログ語による生活一般相談  

随時電話にて受け付けます。（予約制）ご希望の方は事前にご連絡ください。 

 

※ 上記事業の詳細は事務室またはホームページ、フェイスブックでご確認下さい。 

 
 
 

お問い合わせ等は協会事務室まで 
open 月～金曜日 9:00～16:00（祝日はお休み） 

協会事務室が留守の場合は市役所秘書課 
TEL052-603-2211、0562-33-1111 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.medias.ne.jp/～tia/ 
E-mail    tia@ma.medias.ne.jp 

発行日 令和３年 1２月 1 日 
編 集 東海市国際交流協会会報運営委員会

発行者 東海市国際交流協会 
〒 476-0013 東海市中央町四丁目２番地 
TEL 0562-32-5339 

FAX 0562-33-9029 

フェイスブック QR コード 

 


