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1.新年のご挨拶 

 

① 会長 吉野琢也 

 

謹んで新年のお喜びを申し上げます。 

あらためて話題にするまでもなく、昨年は過去

の歴史にない大きな出来事がありました。冷静に

周りを見回しても様々な変化があり、それは世界

中で社会・経済を中心に大きな転換点となったよ

うに思います。 

私自身は会社に勤めていますが、通勤からテレ

ワーク（リモート勤務）に変わり、毎日の生活に

息が詰まりましたが、やがて趣味を見付けて、自

宅に居る時間を楽しめるようになれました。 

独り身ということもあり、時折、近所の飲食店

で食事をとるような生活スタイルになり、それも

あって、仲間が増えたということも良かったこと

と考えています。 

世界的な災難も、そこに居る仲間が助け合える

ようになる切っ掛けであるとすれば、その意義や

価値というものが見えてくるように思います。新

年も暫くは混乱が続きそうですが、お互いへの思

いやりや助け合いの気持ちを忘れず、過ごしたい

ものだと思います。 

KIFA の活動についても、世の中の情勢を確認し

つつ、皆さんの安心・安全を考えながら、徐々に

活動を進めていきたいと考えております。 

会員の皆さまへ改めてご協力・ご支援をお願い

し、新年の挨拶に代えさせていただきます。本年

もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

② 副会長 太田 裕造 

 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年は１年を通して、コロナ禍に見舞われ、伝染

拡大防止・三密回避のもと、大はオリンピック、小は

我々グループの集まりまで、様々な集まりが中止と

なりました。 

当協会も国際交流、親善を深めるため様々な催し

物を開く企画を立てていましたが、そのほとんどが

中止となりました。 

今年こそは、コロナ禍の収束を果たして、国内外

の方々の交流・親睦を深めたいと強く希っています。 

先ずは、新年事始めとして、New Year Party、続

いて日本語 Speech Contest は実現したいところで

す。 

皆様の今年のご多幸をお祈り申し上げますと共に、

ご協力の程宜しくお願い申し上げます。  

 

③ 事務局長 好広 修三 

 

新年おめでとうございます。 

昨年は、コロナ禍で KIFA の行事が、ほとんど

中止に追い込まれました。 

個人的にも、2-3 件を除いて、活動が出来ない

状況となりました。毎年開いている学生時代の同

期会、通常全国から 15 人前後集まるのが、コロ

ナの影響で、5 人しか集まらないという事態とな

りました。写真は開催場所の箱根・芦ノ湖—昨年

唯一の遠出--です。 
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今年こそは、KIFA 活動で New Year 

Party(1/17)や Speech Contest(3/7)を始めとし

て、行事再開が出来るよう期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（箱根・芦ノ湖） 

 

④  理事 金子 和枝 

 

 明けましておめでとうございます。 

思い起こせば、昨年のニューイヤーパーティで

は、振袖姿の華々しい女性も含みたくさんの外人

さんを迎え、大いに盛り上がりました。それ以

降、会場で皆さんと楽しむ機会は持てずでした

が、特殊な一年を経て、今年もニューイヤーパー

ティが開催されます。安全第一、新しい形式で実

施されます。久しぶりの国際交流の場、皆さんと

一緒に集まれるのを楽しみにしております。 

 

⑤ 理事 海老原 弘一 

 

 新年あけましておめでとうございます。 

旧年中は思わぬ新型コロナの発生により世界中で

大きな被害が発生し、現在もその回復の兆しも見

えぬまま新年を迎えました。ただ、既にワクチン

の接種がイギリスなど数か国から始まり、その効

果が期待されます。昨年は KIFA も予定していた

ほとんどの活動が実行できず、とても残念に思っ

ています。日本のワクチン接種が早く開始され、

KIFA の活動が本来の軌道に乗り、様々な行事を

通して会員の皆様にとって今年がより明るい年に

なることを心から祈念しています。 

 

 

⑥ 理事 伊藤 美枝子 

 

 新年明けまして おめでとうございます 

これまで国際交流を円滑にする為に数々のイベン

トを開催して参りましたが、昨年春以降は一切を

控えておりました。 

そもそも交流は会わないと出来ないものだと思っ

ていましたのに、残念ながら昨今では不要不急の

交流は避けるように言われています。 

その様な中でも、外国から来ている人たちが、あ

まり孤立しないで済むように何か考えて行けたら

と、参加人数を制限し、密を避けて感染防止対策

をしっかりした上での「新春のつどい」の開催を

決定致しました。暖かい交流の場になりますよう

に‼︎ 

本年もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

⑦ 理事 金津 努 

 

 皆様 あけましておめでとうございます．昨年

来，COVID-19 の感染拡大により日常の活動が大

変制約され，気分的に（実際的にも）スカッとし

ないまま現在に至っています．KIFA の恒例のイ

ベントも全て中止となり，執行部隊である我々に

欲求不満のたまる中，何回かリモート会議（リモ

ート飲み会を含めて）を実施して少し気分回復を

図りました．何とかコマグリッシュ Café は再開

にこぎ着けてはいますが，コロナの現状を見ます

と，まだまだ状況は厳しいと思います．ですが，

今年は現状にフィットした新しい形の KIFA のイ

ベントを模索し，実施していきたいと思います．

今年も，KIFA の活動に御協力のほど宜しくお願

い致します． 

 

⑧ 理事 浅野 利治 

 

 私は昨年より理事として務めさせていただくこ

とになりましたが、残念ながら多くのイベントが

中止になりお手伝もする機会もなく過ごしまし

た。私はオリンピックおもてなしボランティアを

きっかけに KIFA に入会しました。 



今年こそはオリンピック、KIFA ともに楽しく

活動したいと思います。皆様の近隣にも多くの海

外の方たちと接する機会があると思います。簡単

な日常会話で（日本語でも）こちらから話しかけ

ていただき素敵な狛江ファンを増やしていただ

き、そして KIFA で英語苦手意識を払しょくして

みませんか。 ♥ 皆さんとても親切でやさしいで

すよ！ ♥ 私は、暖かくなりましたら多摩川元た

まりやさんのところで、おじさん SUP（スタンド

アップサーフィン）をしていますので声をかけて

ださい。今年もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（多摩川にて） 

 

⑨ 理事 塩飽 克博 

 

「水と緑の狛江」 

多摩川と野川に囲まれている”水と緑の狛江”で

すが、氾濫や決壊をこの目で見てきました。 

以前の野川は、今の野川緑地公園の下を流れてい

ました。御台橋が、氾濫し(1966 年)、我が家

は、床上浸水の被害を受けました。碑が作られて

いる多摩川決壊(1974 年)では、濁流に呑まれる

家々を見て、大変なショックを受けました。また

昨年の浸水も記憶に新しいものです。 

時には、心をなごましてくれる両川ですが、氾濫

のリスクがあることを過去の歴史は、教えてくれ

ています。 

皆様、多摩川決壊の碑どこにあるかご存じですよ

ね。 

いつまでの“水と緑の狛江”を守りたいもので

す。 

⑩ 市民協働推進 高橋 ひかり 

 

出向が終了し、昨年 10 月に異動してまいりまし

た。右も左もわからないながら、理事のみなさま

に支えられ日々を過ごしているところです。 

昨年から流行している新型コロナウィルスによ

って、オリンピック等も延期となり、KIFA の活動

も中止を余儀なくされました。今年はウィズコロ

ナというフレーズもあるように、感染対策に力を

入れ、イベント等を開催していけたら、と思って

います。また、私自身もその一助となれるよう、

頑張りたいと思っていますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

 

2.こまぐりっしゅ cafe実施中！ 

 

 コロナ禍ではありますが、安全に配慮しつつ、

英会話サロン「こまぐりっしゅ café」を実施し

ています。 

お馴染みの先生のカツオさん（Darryl さん）

と会場である Gota さんの協力を得て、少人数で

細々と運営しています。今年度は、７・10・11・

12 月の４回実施しています。 

 状況に依存しますが、ご自身の判断にて参加を

ご検討ください。 

 

日時：毎月の第一土曜日 15:00～16:30 

※次回は、２月６日（土）の開催となります。 

場所：狛江でいちばん入りにくいバー Gota Bar 

東京都狛江市東和泉 1-4-20 地階 

参加費：会員５００円、一般１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2020 年 12 月の実施風景） 

 



3.「新年の集い」開催！  

 

 新年を祝い、毎年恒例の New Year Party を開催

することを検討中です。 

 今回は飲食に関する制限もあり、開催内容を改

め、獅子舞、日本舞踊などの出し物とゲームを中

心に実施したいと考えております。状況にも依存

しますが、開催の場合は、参加を検討ください。 

※ 開催予定が変更される場合もありますので、

ホームページ等をご覧ください。 

 

日 時：2021 年 1 月 17 日（日）12:00～15:00 

場 所：中央公民館（市民ｾﾝﾀｰ）地階 ホール 

参加費：無料  ※ 予約制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前回の New Year Party 記念写真） 

 

4.日本語スピーチ大会を開催！  

 

 外国人による日本語スピーチ大会は、本年の 3

月 7 日（日）に実施の方向で検討中です。 

本件についても、詳細はホームページ他にて連絡

させていただきます。ご確認よろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.その他のご連絡 

 

【会員募集について】 

 KIFA では、随時会員を募集中です。外国人との

交流について、興味のある方は奮ってご入会くだ

さい。年会費は 2000 円となります。 

 

【会費納入のお願い】 

 

2020年度の会費納入がまだお済みでない会員の

方は、下記銀行口座へお振り込みをお願い致しま

す。 

 

みずほ銀行狛江支店 普通 １４８７８０１ 

          狛江市国際交流協会 

 

 

 

 

 

 

 

この日本語の「たより」をお近くの外国人の方にお知らせください 

ＫＩＦＡ：komae international friendship association：狛江市国際交流協会 

：狛江市役所 企画財政部 政策室 市民協働推進担当 

住所：東京都狛江市和泉本町 1-1-5 TEL：03-3430-1164 

FAX：03-3430-6870 E-MAIL：info@komae-kifa.com 

記事・イベントの内容その他のお問合わせやご意見は上記にご連絡ください 

編集：Ｔ・Ｙ 

（2019 年の実施風景） 

 


