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～ 国境を超え、世代を超え、互助精神で人と人とを結びます ～ 

ヨッカ通信 第 2９号 
令和 2年 １０月吉日  

四街道市国際交流協会 

 

 厳しい猛暑のあと、秋は突然のように訪れましたね。皆様体調を崩していらっしゃいませんか。気持ちよく、

「天高く馬肥ゆる秋」を満喫したいものです。 

さて、わたくしたちの生活は、いまや COVID-19 感染症と切り離しては考えられない時代になりました。

YOCCA の事業も国や市の方針から大きな制約を受け、さらにあふれる情報を整理しなければいけない『混乱の

春』を過ごしました。厳しい暑さの続く中、まさに『自粛の夏』を過ごし、わたくしたちにできることは何かと

考えを深めることが出来ました。 

9 月 28日現在、対面授業を再開した英会話教室（３～6 月休止）、通訳・語学研修部会の事業も今は、三密回

避対策をとったうえで、定員いっぱいの方に参加いただいています。 

そして『新しい活動（方法も含め）に向かう秋』に、日本語学習部会では、にほんご学習サポートにオンライ

ンを取り入れて、一部活動を始めています。にほんごボランティア学校支援でも、各学校の学習支援対象の生徒

（中学校）たちと面談を行い、オンラインでつながり、サポートをする準備を進めています。児童（小学校）に

ついては、媒体について解決しなければいけない問題もあり、順次対応を進めていく予定です。 

活動の数は減っていますが、今だからできることを考え、未来をきちんと見据え、持続可能な活動のモデルを

構築し、『力を蓄える冬』にしたいと思っています。春に向かって。 

 

事務所は、月、水、金と開所しております（10時から 15時）。また、各部会の役員の皆さんもオンラインや

対面で、ミーティングを重ねています。 

YOCCA という団体が何をしなければいけないのか、何を忘れてはいけないのかを常に念頭に、こんな時だか

らこその事務局や各部会への積極的参加も大歓迎です。（米） 

 

  

これからの予定 【１０月～】 

YOCCA 事業の参加にあたっては。 

① マスクの着用  

② 手指の洗浄・消毒 

③ 身体的距離の確保 

をお願いします。 

 

■にほんご教室 （日本語学習部会） （一部オンライン、対面授業は休止） 

一般成人クラス：火・水（夜間）・木・金・土曜・・・各曜日 月 3 回 

火曜：10:00～12:00  総合福祉センター ３階   水曜：19:00～21:00 文化センター２階   

木曜：10:00～12:00  文化センター ２階  

金曜 : 10:00～12:00  総合福祉センター 3階 

（8 月から学習者の希望にあわせて、順次オンライン授業を始めています。） 
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土曜の成人クラスは、しばらくお休みいたします。（土、日の市役所第二庁舎閉所のため） 

ジュニアクラス：第１、２、３土曜 9:30～10:30、11:00～12:00 の２交代制  

 （ジュニアクラスのみ、9 月 12 日より総合福祉センター3 階で試験的に対面授業を行っています。） 

 

■『市内小中学校日本語支援』 （日本語学習部会）（オンライン授業に向けて調整中） 

学校支援 市内小中学校での外国籍児童生徒のにほんご学習サポート 

 

 

 

■『英会話教室』（通訳・語学研修部会） 

初級(水)：第２・第４水曜日 19:00～20:30 文化センター 204 号室 

初級(金)：第 1・第 3金曜日 19:00～20:30 文化センター 204 号室 

中級(水)：第 1・第 3水曜日 19:00～20:30 文化センター 204 号室 

中級・上級 A：第１・第３火曜日 9:30～11:00 文化センター 204号室 

中級・上級 B : 第 2・第 4 火曜日 9:30～11:00 文化センター 204号室 

（現在対面授業をおこなっています。マスクの着用。身体的距離の確保をお願いします。） 

 

■『英語翻訳教室』（毎月第 2 土曜日開催）（通訳・語学研修部会） 

⦿１０月１０日（土）11:00～13:00  定員 5名 先着順   

【場所】わろうべの里 会議研修室   

【講師】Devon McNare 氏（当協会理事、日大講師）  

【参加費】500 円   

⦿１１月１４日 同時刻、同場所で開催 

⦿１２月１２日  〃 

 

■『英語“楽”習会』（偶数月第 3 土曜日開催）（通訳・語学研修部会） 

 ⦿１０月１７日（土）１３：００～１５：３０ 定員１５名、先着順 

  【場所】わろうべの里 創作のスタジオ 

  【講師】益岡康夫氏 

  【参加費】会員５００円、非会員６００円 

【テーマ】「英語は通じればＯＫ」のその先へ （第２弾） 

私達日本人の英語は(無意識とは言え)概してその表現が短く直截的であるため、言葉がぶっきらぼうで相

手の方を不愉快にさせている危険性があります。 

これでは折角の善意的コミュニケーション努力も水の泡。では、その速効的改善策とは？ 

   

 ⦿12月 19日（土）１３：００～１５：３０ 定員１５名、先着順 

  【テーマ】「英語は通じれば OK 」のその先へ  (第 3 弾) 

英語は通じれば OK。何と心休まる言葉でしょう。でも初心者ならともかく、一旦それでいいと思い 

込めば進歩はストップですよね。しかも言葉の話し方はその人物の人となりを表すもの。 

よりよいコミュニケーションを求め、常に向上心エンジンを ON に保ちましょう！   

 

《お知らせ》にほんご教室では、外国籍市民の日本語学習をサポートするにほんごボランティアを随時 

募集しています。にほん語を学びたいと思っている方たちのサポートをしませんか？ 
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■『英語サロン』（奇数月第３土曜日開催）（通訳・語学研修部会）定員１５名、先着順 

  １１月２１日（土）１３：００～１５：３０ 

  【場所】わろうべの里 創作のスタジオ 

  【講師】Dowdy Wayne 氏、米国アリゾナ州出身 

  【テーマ】Show & Tell、参加者は持参した品物について語り、他参加者とＱ/A  

【参加費】会員５００円、非会員６００円 

 

■『姉妹都市部会』 

姉妹都市留学生交換事業などはすべてキャンセルとなりましたが、リバモアのことを忘れないための試みを

続けます。まず、姉妹都市 Youthライングループを創設しました。1２名の若者が参加してくれ、今後、リバ

モアの思い出などを綴り１～２週間に１度フェイスブックに記事を掲載、市民の皆様に私たちの姉妹都市活動

をお知らせする啓蒙活動に協力してくれることになりました。また“Dear friends in Livermore”というメ

ッセージ動画を作成し、協会フェイスブックページにアップ。「私たちはいつもリバモアの方たちを大切に思

っています。」というメッセージをリバモアの皆さんに向けて発信し、リバモア市の姉妹都市プログラムの関

係者の方々から大きな反響をいただいています。 

なお10月13日公開の市役所政策推進課プロジェクト「エール」には執行部の写真が掲載される予定です。 

 

■『交流部会』 

年間計画で予定していた以下の活動は、感染拡大が収まるまで、開催を見合わせます。 

「日本茶道」 

「世界を知ろう」 

 「撫子祭参加」 （撫子祭は今年度、開催中止です。）  

 

これまでの活動報告 【７月～9 月】 

●にほんご教室 （日本語学習部会） （7月対面授業実施、8，9月は休止） 

一般成人クラス：火・水（夜間）・木・金・土曜・・・各曜日 月 3 回 

火曜：10:00～12:00  総合福祉センター ３階   水曜：19:00～21:00 文化センター２階   

木曜：10:00～12:00  文化センター ２階  

金曜：10:00～12:00  総合福祉センター 3階 

土曜の成人クラスは、しばらくお休みをいたします。 

ジュニアクラス：第１、２、３土曜 9:30～10:30、11:00～12:00 の交代制 総合福祉センター（7 月） 

オンライン支援のための生徒面談開始 西中（9/17）旭中（9/28） 

●『市内小中学校日本語支援』 （日本語学習部会）（７月再開、8月夏休み、9 月休止） 

市内小中学校での外国籍児童生徒のにほんご学習サポート 

 

●『英会話教室』 （通訳・語学研修部会） （７月再開‼） 

初級(水)：第２・第４水曜日 19:00～20:30 文化センター 204 号室 

初級(金)：第 1・第 3金曜日 19:00～20:30 文化センター 204 号室 

中級(水)：第 1・第 3水曜日 19:00～20:30 文化センター 204 号室 

中級・上級クラスA：第１・第３火曜日 9:30～11:00 文化センター 204 号室 
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中級・上級クラス B：第 2・第４火曜日 9:30～11:00 文化センター 204 号室 

（全クラス各月 2 回 今期の受講料、およびスケジュールは、受講生の皆様に別紙でお知らせします。） 

 

●『英語翻訳教室』（毎月第 2 土曜日開催） （通訳・語学研修部会） 

７月 11日（土）11:00～13:00   参加者： ４名 

【場所】わろうべの里 会議研修室  【参加費】500 円   

【講師】Devon McNare 氏（当協会理事、日大講師）  

 

●『英語サロン』（奇数月第３土曜日）開催）（通訳・語学研修部会） 

７月１８日（土）13:10～15:30   参加者：１５名 

【場所】わろうべの里 創作のスタジオ 

 【講師】今年度は Dowdy Wayne 氏 

【テーマ】講師の生まれ故郷アリゾナについて、また、時事テーマ《After Corona》について。   

【参加費】会員 500 円、非会員６00 円 

 

●『英語翻訳教室』（毎月第 2 土曜日開催）（通訳・語学研修部会） 

８月 8日（土）11:00～13:00    参加者： ５名 

【場所】わろうべの里 会議研修室   

【講師】Devon McNare 氏（当協会理事、日大講師）  

【参加費】500 円   

 

●『英語“楽“習会』（偶数月第３土曜日）開催）（通訳・語学研修部会） 

８月 1５日（土）13:10～15:30   参加者：８名 

【場所】わろうべの里 創作のスタジオ   

 【講師】益岡康夫氏 

 【テーマ】「英語は通じればOK 」のその先へ       ( 第 1 弾！) 

    コミュニケーションという言葉が持て囃される昨今、英語はとにかく通じればOK との意見があります。 

    でもそんな乱暴な発想で言葉を選ばずに接すれば、相手の方の感情を害するおそれが大きくなります。 

    そんなコミュニケーションでいいのでしょうか？           

 【参加費】会員 500円、非会員 600 円 

 

●『オンライン授業のための講習会』（日本語学習部会） 

9 月 8 日（火）10:00～12:00 文化センター203 号室  参加者：２８名 

オンライン授業の開始に向けて講習会を開催しました。 

 

●『英語翻訳教室』（毎月第 2 土曜日開催）（通訳・語学研修部会） 

９月１２日（土）11:00～13:00  参加者：５名 

【場所】わろうべの里 会議研修室   

【講師】Devon McNare 氏（当協会理事、日大講師）  

【参加費】会員 500 円、非会員６00 円 
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●『英語サロン』（奇数月第３土曜日）開催）（通訳・語学研修部会） 

９月１９日（土）13:10～15:30  参加者：１５名 

【場所】わろうべの里 創作のスタジオ 

 【講師】Dowdy Wayne 氏 

【テーマ】Dowdy先生への Q/A、Summer Topics 

【参加費】会員 500 円、非会員６00 円    

 

［会議・打合せ］ 

■部会長会議 3/24(4月分)、5/13(オンライン会議)、5/27（6月分）、7/1、８/５、９/2、9/30 

■姉妹都市部会 4/25  5/16  6/20(4～6 月はオンライン会議)  7/4、８/１（オンライン）、9/５

（オンライン） 

■日本語学習部会 6/11 

■通訳・語学研修部会 5/29(オンライン) 6/27（7 月分）  

８/１（オンライン）、8/29（オンライン） 

■交流部会 ９/30 定例会中止  

[部会活動] 

■『YOCCA 合唱団』（交流部会）（10 月から活動開始予定）       

 

************** 🔶 ************** 

 

事務所へのお問い合わせは、FAX：０４３－３１２－６１７６  

または、メール：info@y-o-c-c-a.org まで、お願いいたします。事務局の詳しい連絡先は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

●掲載行事のお申込み・お問合せ先： 

四街道市国際交流協会 事務局  

〒284-0003 四街道市鹿渡 2001-10  市役所第二庁舎 1 階 国際交流センター内 

Tel：043－312‐6173    Fax：043-312-6176    E-mail：info@y-o-c-c-a.org 

mailto:info@y-o-c-c-a.org

