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393 　名 212 　名 17 　名 622 　名

＜実施内容＞

松下村塾前ではテレビ取材もありました

大内塗箸づくり体験のパキスタン留学生家族　　　ソバ打ち体験の日・韓・台チーム

山口市平川地域在住の外国人留学生ら約300名
が在住する外国人共生地域。平成２３年４月から
平成２４年１月末までの１０ケ月に亘り、地域と留
学生のパイプ役となって、異文化理解を相互に深
める各種事業を展開しました。山口県は歴史の宝
庫。留学生と地元住民を交えた「山口県歴史文化
体験交流事業」を実施しました。１回目は長州ファ
イブが育った風土、２回目は東大寺再興と山口、
そして星座観察、３回目は、大内氏の盛衰をテー
マに、単なる史跡巡りではなく、講演会や萩焼づく
り・石風呂体験・手漉き和紙・ソバ打ち体験・大内
塗箸づくり体験・地元中学生との交流会などを行
い、。また、地元農家と協働による留学生のため
の田んぼづくり体験を「日本の農耕文化体験交流
事業」の実施。事業を通じて、留学生たちにとって
は、忘れられない体験や日本文化の素晴らしを満
喫したようで、親日留学生が増えたようです。ま
た、地元の小・中学校では、留学生交流授業など
の取り組みが生まれました。

留学生の田んぼでお田刈神事に柏手を
打つ留学生

留学生家族と地域の子どもたちのアユつ
かみ体験交流会

参 加 者
外国人留学生

留学生畑でイモの収穫

その他 合計

国際交流ひらかわの風の会

外国留学生の住みよさ日本一をめざす平川地域プロジェクト「地域文化体験交流事業」

　平成２３年４月２９日～平成２４年１月３１日

山口県内　　（主な場所：山口市平川地域）

地域住民・企業等



＜参加者からのコメント＞

周　彬　Ｓｈｕ　Ａｋira （中国）

モハンマド　ショーカット　アリＭｏｈａｍｍａｄ　Ｓｈｏｗｋａｔ　Ａｌｉ　（バングラデッシュ）

2011年7月9日と10日、11カ国外国留学生の視線で山口県の魅力発見の旅山口県の歴史文化体験交流バスツアー（秋芳洞・
萩・下関）を参加できて、
とても嬉しく思います。国際交流ひらかわの風の会の皆さんに感謝しています。
　この二日間は山口県の美しい歴史資産や豊富な自然に触れて、
明治維新や壇ノ浦の戦いなど歴史の転換となった舞台が萩や下関を観光できて、山口の文化と歴史を再認識できました。
私が一番興味を持ったのは松下村塾を主宰した吉田松陰です。
「松下村塾」からは高杉晋作や久坂玄瑞、伊藤博文、山県有朋など、幕末に明治維新の原動力となった数々の人物を輩出しま
した。
吉田松陰は松下村塾出身の維新の立役者達が、終生「師」と仰がれて、「志」の人。
２７歳の吉田松陰は「松下村塾」を主宰したのはわずか２年あまりです。
後に非業の死を遂げ、明治維新の精神的支柱となるこの若き人物が、僅かの２年間に発揮した感化力は、驚異的と言っても過
言ではなく、
歴史上でも類例がないかもしれません。吉田松陰の博識・行動力・信念の強さも勿論素晴らしいです。人間を絶対的に信用し、
「至誠」をもって生涯を貫き通したのは一番尊敬しています。彼が生涯貫いた姿勢は、現代に生きる私達にも大きな何かを語り
かけてきます。
　バスツアーが今まで何回も参加したことがあります、今回ハードスケジュールの中で、なにか違うものが感じます。
　　国際交流風の会の皆さんは、ガイドなり、通訳なり、食事お風呂の当番なり、留学生達の面倒をよく見てくださいました。
炎天下にずっと笑顔でみんなを案内する岡事務局長、通訳される中村会長、旗をもって皆に優しく声をかける今津理事、
運転される田中理事、走りまわってチケットを購入する大平理事、
率先して掃除などされる板谷理事、最後にペットポトルなどゴミを持って帰る永見理事・・・皆さんは留学生達の為に、食事・入
浴・等色々考えてくださったから、
まさに「親心」です。皆さんの行動と姿勢は、11カ国の留学生・研修生に「友好」と「国際交流」の素晴らしさを語りかけています。
今回のツアー参加した留学生と研修生達はきっと山口県の歴史や自然を堪能して、
中学生との体験交流し、山口県の魅力を肌で体験し、素晴らしい思い出ができました。
帰国後においても、山口県の良さと風の会の皆様の「親心」を忘れられないと思います。
観光名所は行けます、歴史はまた本とか、ネットで勉強することができます。
ただ、今回12カ国の40人のメンバーはまた一緒に研修するチャンスがないかもしれません。
皆さんお疲れ様でした。今回の研修実現できたのは河村財団のご支援があったからこそ実現できました。
中島記念国際交流財団の皆さん、風の会の皆さん、謝謝。

Comments on Overnight Bus Tour to Visit the History and Watch the Nebula in Andromeda January 14-15, 2012
Bus trip is one of my favorite’s entertainments. All participants in this tour were very excited and
communicative.
Each participant has shared his/her entertainment with all participants.
Especially Japanese old aged participants were very much cooperative and they enjoyed everything with the
young guys and I have enjoyed everything.
First day we have visited Naganobori Copper-mine and Culture Center and some historical temple and museum.
These temple and museum are cultural heritage and historical background of Japan.
I enjoyed every site of first day visit and have taken some snapshot with my camera.
I hope these snapshot in later will be the evidence of history.
In every visiting spot we have taken group photo which I enjoy very much. Food arrangement was very
appraisable.
Each item in each lunch and dinner were very delicious. The traveling guide was excellent.
English speakers have discussed everything to us very well.
Watching the Nebula in Andromeda was very exciting
for me and it ismy first experience to see star and Nebula by telescope.
The hotel was very interesting and comfortable to me.
Second day we have visited also some historical places which I have enjoyed very much.
I hope such bus trip will be continued.




