
発行・編集　公益財団法人 豊橋市国際交流協会　〒440-0888 豊橋市駅前大通2丁目81 emCAMPUS EAST 2階　令和4年9月15日
E-mail：tia@tia.aichi.jp　☎（0532）55-3671　http：//www.toyohashi-tia.or.jp

※昨年度の会場の様子

新規入国制限見直しに伴う
今後の展望

川上 弘晃
名古屋出入国在留管理局　

豊橋港出張所長

　平成31年4月、新たな在留資格「特定技能」が創
設されるとともに、年々日本で生活する外国籍の
方々が増える中で、日本で暮らす外国籍と日本人の
方々の双方が安心・安全に暮らせる社会を実現する
ため、出入国在留管理庁の業務として、それまでの
「出入国審査」等に加えて、「在留支援」が加わり
ました。
　その後、新型コロナウイルスが猛威を振るう中、
世界的な人流抑制の動きから、国際線の定期航空便
の停止などで、本国に帰国したくても帰国できない
外国籍の方々が日本にとどまるしかない状況とな
り、併せて新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止のための入国制限によって、日本で生活すること
を選択した外国籍の方々が予定どおり入国できない
状況が生まれました。現在では、そのような外国籍
の方々の新規入国も認められるようになり、国際線
の定期航空便の再開の動きもあいまって、コロナ禍
前のようにはいきませんが、人の出入りは確実に増
えてきています。
　豊橋市で暮らす外国籍の方は、平成30年末で
17,775人､コロナ禍にもかかわらず､令和3年末で
18,929人と増えています｡豊橋市においては､この
うち､約74パーセントに当たる14,191人の方が「永住
者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、
「定住者」といった身分関係で在留する在留資格を
有する方です。このように地域に定着して暮らされ
る方が多く暮らす豊橋市ですが、当出張所において
も昨年から永住許可申請件数が著しい増加傾向にあ
ること等から、新たに豊橋市で暮らす外国籍の方に
加え、永住者として暮らす方も今後増えていくもの
と思われます。このような中で、名古屋市港区にあ
る名古屋出入国在留管理局には「在留支援」に専従
する部署が置かれ、地方公共団体等と連携して、地
方公共団体が設置する相談窓口に出張して外国籍の

方々からの在留手続に関する相談に直接対応した
り、相談窓口の相談員の方々への在留資格などの研
修会を開催するなどしています。
　また、同局庁舎内においても在留支援のための相
談窓口【FRAT（フラット）】を開設し、外国籍の
方々からの在留手続に関する相談に対応していま
す。さらに、Facebookページ【@nagoya.nyukan.-
support】を開設し、在留資格の説明や在留カード
を紛失した場合に必要な手続など、日本で暮らす外
国籍の方々向けに9言語の分かりやすい内容で定期
的な情報発信を行っています。そして、本年2月に
は、豊橋市主催の交流型イベントに本局の「在留支
援」担当職員が参加させて頂き、本年11月開催予定
の国際交流協会が主催する「とよはしインターナ
ショナルフェスティバル」にも参加させて頂く予定
となっています。
　当出張所としても、豊橋市及び国際交流協会と本
年度から定期的に情報交換会を実施して、日々外国
籍の方々からの相談に対応する相談員様の疑問など
を解消する取組を始めています。
　この市に暮らす外国籍の方々が“豊橋市は住みや
すい”と感じてもらえるように、今後も豊橋市及び
国際交流協会と連携・協力した取組を推進していき
たいと思います。

　今年のインターナショナルフェスティバルは、会場も新たに３年ぶりにステージを開催予定です。コ
ロナ禍での開催のため感染状況によっては内容が変更になる場合がありますが、ご理解・ご協力の上ご
参加ください。

豊橋市外国人登録者数の状況

令和4年8月1日現在

国籍
ブラジル
フィリピン

中国
ベトナム

韓国・朝鮮
ペルー

インドネシア
その他（68か国）
総人数（75か国）

人数
8,266
4,280
1,421
1,227
1,164
685
608
1,453 
19,104

割合（％）
43.27
22.40
7.44
6.42
6.09
3.59
3.18
7.61

100.00

豊橋市総人口
外国人登録者数の割合（％）

371,356
5.14

お問い合わせは…
公益財団法人 豊橋市国際交流協会
〒440-0888 豊橋市駅前大通２丁目81 emCAMPUS EAST 2F
☎（0532）55-3671 http://www.toyohashi-tia.or.jp

◆と　き　11月6日（日）10:00～16:00
◆ところ　まちなか広場、emCAMPUS EAST（豊橋市駅前大通）
◆入場料　無料
◆問合せ （公財）豊橋市国際交流協会　☎（0532）55-3671
◆内　容　世界のダンス、音楽、日本語スピーチコンテスト、国際交流団体活動
　　　　　紹介パネル展、外国人児童生徒の絵画展、ワールドグルメ、バザー・
　　　　　フェアトレード、ピエロのバルーンアートなど。

～ご来場の皆様へ
 新型コロナウィルス感染症対策のお願い～
① 体調の優れない方は、来場をお控えください。
② 入口での検温、手指の消毒にご協力ください。
③ マスクの着用にご協力ください。
④ 来場者が一定数に達した場合は入場制限を行
　 います。

　豊橋市国際交流協会は、地域における草の根の国際交流を進める
ため、賛助会員を募集しています。各種イベント案内のほか語学講座
受講料割引などの特典があります。新規入会者にはエコバッグ、継続
会員には協会オリジナル記念品を贈呈します。

■年 会 費／個人会員　　 一口 3,000円
　　　　　　法人・団体会員 一口10,000円 ※加入日から１年間有効。

■申込方法／直接協会に持参いただくか銀行・郵便局振込みで。
　　　　　　詳しい内容などについては協会にお問合せください。

　翻訳・通訳ができる方、文化や習慣を紹介でき
る方など、ご自身のスキルをぜひご登録くださ
い。詳しくは右のQRコードよりホームページにア
クセスしてください。

2022年2月11日のイベントの模様

とよはしインターナショナル
フェスティバル2022
とよはしインターナショナル
フェスティバル2022

豊橋市国際交流協会 賛助会員募集中！

「講師派遣人材バンク制度」登録者募集中！

1

～あなたと豊橋市国際交流協会をリンクする会報紙～
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〒440-8531　豊橋市駅前大通 1-55 サーラタワー
https://www.salaenergy.co.jp/

私のまちに SALA、暮らしとともに SALA

「コロナに負けず留学生と日本人の
交流を促進できるようがんばります。
皆様是非遊びに来て下さい。」

GLOBAL LOUNGE
を開催しました 高校生海外交流事業

外国人のための日本文化教室を開催しました
　当協会では外国人を対象に日本文化の背景を理解し、日常生活を送る
上で必要な知識を習得するために、年に２回日本文化教室を開催し日本文
化に触れ合う機会を設けています。
　今年度一回目は、7月10日に「浴衣着付け教室」を開催しました。コロナ
禍での開催により人数を制限し、ブラジル、ペルー、中国、フィリピンの４か国

15名が参加しました。参加者
からは、「難しいけど、楽しかっ
たです。」、「日本文化素敵で
す。」との感想がありました。最
後は全員で色とりどりの自前の
浴衣で記念撮影をしました。講
師らとも意気投合し、一緒に写
真撮影をするなど、帰り際には
名残惜しそうにしている姿が印象的でした。今後も参加者が楽し
める有意義なイベントを開催していきたいです。

実　施　日：8月8日（月）～10日（水）の3日間　
実 施 会 場：まちなか図書館インターナショナルスペース
参　加　者：豊橋市内在住高校1～3年生17名　　　
講師出身国：アメリカ合衆国、ジャマイカ、フィリピン共和国
オンライン交流校：アメリカ合衆国オハイオ州オタワヒルズ

高校、トリード大学

　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、毎年夏休みに本市の
姉妹都市アメリカ・トリード市へ高校生を派遣する「高校生海外派遣事
業」を中止して3年目の今年度、海外派遣に代わる青少年の国際交流事
業として、外国人講師による対面研修にオンライン交流を盛り込んだハイ
ブリッド型研修、「高校生海外交流事業」を実施しました。
　対面研修では、トリード大学出身のALTによるトリード市や大学紹介の
他、ジャマイカ、フィリピン出身の講師を迎え、国際色豊かなカリキュラムで

海外疑似体験や異文化交流を行いました。また、オンライン交流では、現地トリードの高校生や大学生たちと、
お互いの生活を紹介したり、文化とは何か、姉妹都市交流の重要性は何か、などについて話し合いました。
　参加高校生からは「トリードに行けなくて残念だが、オンラインでも交流できてよかった。」、「積極的に発言
する姿勢が日本人と違い新鮮だった。」などの声が聞かれました。

GLOBAL LOUNGE
を開催しました

9月17日

10月15日

11月19日

12月17日

2月18日

防災について考える

豊橋まつりコラボイベント
留学生と踊ってみよう

インターナショナルフェスティバルコラボイベント
SDGsについて考える

世界のクリスマス

バレンタインデーの過ごし方

【今年度のスケジュール（予定）】

　今年度の新規事業“GLOBAL LOUNGE”を開催しました。この事業は市内で生活する留学生に地域社会に
溶け込む機会を提供し、また普段留学生と関わる機会の少ない市民との国際交流を深めるためにスタートし
ました。市内に約270名の留学生が在籍する豊橋技術科学大学の国際交流クラブCALLと連携し、まちなか図
書館のインターナショナルスペースで第1回、第2回を開催し、両日で参加者延べ約100名が集まる盛況ぶり
でした。参加者からは、「留学生の日本語が堪能なことから、つたない英語でも日本語で補いながら安心し
て話せた。」、「留学生も積極的に話しかけてくれて、たくさんの国の文化について知る機会になった。」とい
う好意的な意見が寄せられました。9月以降は第3土曜日の13：00～15：00で開催予定です。
　日本語、英語またはそれ以外の言語など多言語での交流をお楽しみいただけます。日本語が堪能な留学生
が大勢いますので英語が苦手な方も是非遊びに来てください。

第1回（7/16）Jトーク「食事/学校」
◆留学生11名（モンゴル、エジプト、ベトナム、マレーシア、インドネシア、
パキスタン計６か国）
◆参加者60名
　アイスブレイクにジェスチャーゲームをしたり、エジプトの留学生によ
る英語のプレゼンテーションを日本語が堪能な留学生が同時通訳す
るなどの学生同士の連携も見られ、終始にぎやかな会でした。

第2回（8/19）Jトーク「怪談話/都市伝説/世界のお祭り」
◆留学生7名（韓国、モンゴル、インドネシア、アフガニスタン、ベト
ナム、チュニジア　計6か国）
◆参加者40名
　怪談話をテーマにコスプレ参加可の会として開催したところ、
浴衣で参加していただいた方もみえ、見た目にも鮮やかな会と
なりました。日英のみならず多言語で会話を楽しみました。

◆ 豊橋技術科学大学「国際交流クラブ
　 CALL」代表三村龍矢さんから一言
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マーケットで売られているひまわりの種

朝御飯一例、手前にあるのが
保存用に焼いたユフカ

外国暮らしの中での小さな発見や驚き

食糧自給率100%を越えるトルコ

シリーズで、協会ボランティアで外国に滞在している方、もしくは以前滞在された
経験のある方から寄せられた、外国に住んでみて発見したあれこれを紹介します。

トルコ滞在記

　新鮮な野菜、果物が並ぶ市場は活気があって見て回るだけでも楽しい。購入する
場合は量り売り。トルコ料理と言うと香辛料をふんだんに使っているイメージがある
が、日常使用するのは大体決まっている。日本が味噌、醤油ならトルコはトマトペースト、
しょうが、わさび、カラシならパプリカ、ミント、タイム。オリーブ油は高いから通常はサ
ラダ油。
　朝食にはトルコ名物の白チーズ、オリーブをメインとして、その時に応じて卵、トマト、
きゅうり、他種類のチーズ、サラミ、ジャム、蜂蜜、ペクメズ(葡萄を潰して煮詰めた濃厚
なシロップ)、フライドポテト(定番)が加わる。日本で朝食に食べるヨーグルトは食事と
して分類されるため登場しない。飲み物は紅茶で2段重ねのやかんで沸かし、上に濃い目のお茶、下はお湯で、小さめのお茶用
グラスで飲む。
　トルコでは、どこに行っても、どんな時でも当然の様に お茶が振る舞われる。招待されてお茶に行く時、客として訪問する時、
何が出されるかがお楽しみ。基本手作りで甘いものと甘くないものが半々で何種類出てくるかは、その時次第。甘いものなら、
ケーキ、クッキー、ブロウニー、強烈に甘いシロップがけのお菓子、牛乳を使った柔らかいお菓子など。甘くないものなら、味付け
御飯をピーマンに詰めたり、ブドウの葉で巻いたもの、ひきわり小麦またはレンズ豆を野菜と一緒に味付けして丸めたもの、
マカロニのにんにくヨーグルトあえ、生地を薄く延ばしたユフカと呼ばれるものの間にチーズとかポテトを重ねオーブンで焼い
たボレッキなど。面白いのは、材料の表記がコップ一杯とか、スプーン2杯とか一握りの胡桃などグラム単位ではないこと。適当
だけど、ちゃんと出来る。

　日本では伸びるアイスが有名だが、本来材料は砂糖、ヤギの乳、サーレップの3つ。
　サーレップというのは蘭の一種で、根っこを粉末にしたもの中匙一杯位で1リットル
の乳がまかなえる。そして何となく暇潰し的に手が伸びるのが、ひまわりの種。前歯で
割って中身を食べる。適度に塩気があってクセになる、とてもポピュラーな食べ物。
　トルコの街中で絶対見かけるのは、ポップコーン売りのような荷車のシュミッチ売り。
シュミッチというのはゴマをまぶした輪っか形のねじりパン。歯ごたえあり系と、柔らか
系があり朝食向き。好みで追加料金を払えばクリームチーズやチョコクリームを挟ん
でくれるので学生達に結構人気。最後にトルコのパンは最高に美味しい。保存料とか
入ってないから日保ちしないけど、焼きたてだとつい食べ過ぎてしまう。

2021年4月から当協会ボランティアとしてご登録いただいている岡本康江さんのコラムをお届けします。

トルコの南、地中海沿岸の小規模な街の田舎で主婦
をしています。結婚を機にトルコに移住し、すでに30年が
経ちました。
　朝に飲むトルココーヒーが日課です。

豊橋市の新国際交流員紹介！

はじめまして、ジャスティンです

ドイツ・ヴォルフスブルグ市からインターンシップ生来豊！

ジュルスマ・ラモヴィッチさん

　子供の頃、他のアメリカ人と同じようにテレビで放送さ
れている日本のアニメを機会に日本に興味を持ってきま
した。
　大学生の時、ジャーナリズムを専攻するため地域一つ
の歴史を勉強しなければなりませんでした。日本を選ん
だ後、日本と関係があるものすべてに、はまっていました。
でもその時は日本語を勉強していませんでした。もしその
際に日本語を勉強しはじめて、それからすぐ日本に行っ
ていたら、今こうやって豊橋市に住むことは起こらなかっ
たでしょう。
　いわゆる「人種のるつぼ」のニューヨーク市から来た
私にとって豊橋市の多文化共生・国際課に配属された
のが本当にありがたいです。素敵な同僚だけではなく、
毎日外国人のため通訳することは、三年間したかったこ
とですが、実際にやってみると思ったよりやりがいがあり
ます。豊橋に日本語があまりわからずに頑張っている外
国人が多いです。私の日本語もまだまだですが多文化
からの手助けをいつでももらえますので比較的私は一

人で何もしていません。その手
助けなしで皆さんに心を打たれ
ます。毎日難局を乗り越える彼
らの力を尊敬します。出来るだ
け早く成長し、その人を手伝い
たいです。
　その真剣な話とは反対に、
ジョーク、特に皮肉と親父ギャ
グ、が大好きです。日常生活を楽しくなれるように人を
笑わせたいです。ギャグを聞くのも好きなので是非、
いつでも私に話しかけて、サムいジョークを教えてくだ
さい！

　Hallo und herzlich willkommen. 8月1日から
豊橋市役所多文化共生・国際課の職員になりまし
た、ジュルスマ・ラモヴィッチ（33歳）です。ドイツ・ヴォ
ルフスブルグで実習生として働きながら、ハノー
ファー（ニーダーザクセン州の州都）の市立大学で
公共経営について勉強しています。カリキュラムは、
大学での勉強と市役所のさまざまな部署での実務
を組み合わせたもので、実務は2～3か月間です。そ
の部署は、ドイツの他の地域や海外など、ヴォルフス

ブルグ以外の場所である
必要があります。ヴォルフ
スブルグ市の境界線にあ
る看板を見て、豊橋が
パートナーシティであるこ
とを知りました。2021年、
ヴォルフスブルグの国際
課は、私たちに交流プロ

グラムに参加する機会を与えてくれまし
た。12歳のときから日本文化に興味があっ
たのでこの話はとても嬉しかったです。し

かし、同時に、事前準備をすべて出来るかどうか心
配でもありました。航空券、宿泊施設、入国審査はも
ちろんのこと、3歳の娘と母も同行するからです。結
果、ヴォルフスブルグと豊橋の市役所の助けで、すべ
ての難題を解決することができました。私の考えで
は、2か月という期間は、文化や職場環境を知り、新
しいことを学ぶのに最適な期間だと思います。これ
までの経験を活かして、市役所がどのように運営さ
れているかを理解し、新しいプロセスを学び、自分の
考え方を広げることができればと願っています。
　他の言語や文字を使って仕事をするのは大変
なことですが、新しい同僚や豊橋の人たちがきっと
助けてくれるでしょう。多くの方に、私は歓迎され
ていると感じていますし、これから始まる仕事への
準備も万端です。私の体験談が、後に続く学生や
新しいことに挑戦する人たちの刺激になることを
願っています。

ジャスティン・タスラックさん
　8月、外国青年招致事業（JETプログラム）」により、国
際交流員として豊橋市に着任しました。アメリカ・ニュー
ヨーク州出身。多文化共生・国際課で通訳や翻訳、小中
学校での異文化理解授業などに取り組む予定です。
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マーケットで売られているひまわりの種

朝御飯一例、手前にあるのが
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の乳がまかなえる。そして何となく暇潰し的に手が伸びるのが、ひまわりの種。前歯で
割って中身を食べる。適度に塩気があってクセになる、とてもポピュラーな食べ物。
　トルコの街中で絶対見かけるのは、ポップコーン売りのような荷車のシュミッチ売り。
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入ってないから日保ちしないけど、焼きたてだとつい食べ過ぎてしまう。

2021年4月から当協会ボランティアとしてご登録いただいている岡本康江さんのコラムをお届けします。

トルコの南、地中海沿岸の小規模な街の田舎で主婦
をしています。結婚を機にトルコに移住し、すでに30年が
経ちました。
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　子供の頃、他のアメリカ人と同じようにテレビで放送さ
れている日本のアニメを機会に日本に興味を持ってきま
した。
　大学生の時、ジャーナリズムを専攻するため地域一つ
の歴史を勉強しなければなりませんでした。日本を選ん
だ後、日本と関係があるものすべてに、はまっていました。
でもその時は日本語を勉強していませんでした。もしその
際に日本語を勉強しはじめて、それからすぐ日本に行っ
ていたら、今こうやって豊橋市に住むことは起こらなかっ
たでしょう。
　いわゆる「人種のるつぼ」のニューヨーク市から来た
私にとって豊橋市の多文化共生・国際課に配属された
のが本当にありがたいです。素敵な同僚だけではなく、
毎日外国人のため通訳することは、三年間したかったこ
とですが、実際にやってみると思ったよりやりがいがあり
ます。豊橋に日本語があまりわからずに頑張っている外
国人が多いです。私の日本語もまだまだですが多文化
からの手助けをいつでももらえますので比較的私は一

人で何もしていません。その手
助けなしで皆さんに心を打たれ
ます。毎日難局を乗り越える彼
らの力を尊敬します。出来るだ
け早く成長し、その人を手伝い
たいです。
　その真剣な話とは反対に、
ジョーク、特に皮肉と親父ギャ
グ、が大好きです。日常生活を楽しくなれるように人を
笑わせたいです。ギャグを聞くのも好きなので是非、
いつでも私に話しかけて、サムいジョークを教えてくだ
さい！

　Hallo und herzlich willkommen. 8月1日から
豊橋市役所多文化共生・国際課の職員になりまし
た、ジュルスマ・ラモヴィッチ（33歳）です。ドイツ・ヴォ
ルフスブルグで実習生として働きながら、ハノー
ファー（ニーダーザクセン州の州都）の市立大学で
公共経営について勉強しています。カリキュラムは、
大学での勉強と市役所のさまざまな部署での実務
を組み合わせたもので、実務は2～3か月間です。そ
の部署は、ドイツの他の地域や海外など、ヴォルフス

ブルグ以外の場所である
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スブルグ市の境界線にあ
る看板を見て、豊橋が
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とを知りました。2021年、
ヴォルフスブルグの国際
課は、私たちに交流プロ

グラムに参加する機会を与えてくれまし
た。12歳のときから日本文化に興味があっ
たのでこの話はとても嬉しかったです。し

かし、同時に、事前準備をすべて出来るかどうか心
配でもありました。航空券、宿泊施設、入国審査はも
ちろんのこと、3歳の娘と母も同行するからです。結
果、ヴォルフスブルグと豊橋の市役所の助けで、すべ
ての難題を解決することができました。私の考えで
は、2か月という期間は、文化や職場環境を知り、新
しいことを学ぶのに最適な期間だと思います。これ
までの経験を活かして、市役所がどのように運営さ
れているかを理解し、新しいプロセスを学び、自分の
考え方を広げることができればと願っています。
　他の言語や文字を使って仕事をするのは大変
なことですが、新しい同僚や豊橋の人たちがきっと
助けてくれるでしょう。多くの方に、私は歓迎され
ていると感じていますし、これから始まる仕事への
準備も万端です。私の体験談が、後に続く学生や
新しいことに挑戦する人たちの刺激になることを
願っています。

ジャスティン・タスラックさん
　8月、外国青年招致事業（JETプログラム）」により、国
際交流員として豊橋市に着任しました。アメリカ・ニュー
ヨーク州出身。多文化共生・国際課で通訳や翻訳、小中
学校での異文化理解授業などに取り組む予定です。
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〒441-8077
豊橋市神野新田町タノ割38番3

会社も家庭もゴミの
困った解決します！

遺品整理・不用品でお困りの
方は是非ご相談を

お電話1本で
即日対応

かたづけ丸の㈲マルイ紙業
秘密厳守　無料お見積り　地域密着型の安心

受付時間　9：00～18：00
かたづけ丸0532-32-3255

法人向け通販最大手

オフィスの困ったに応える

学校・保育園市場NO.1

笑顔の介護のお手伝い

ASKUL

Smartoffice

スマートスクール

スマート介 護

豊橋市松葉町2-5

Tel　　〈0532〉53-5111（代）

Fax　〈0532〉53-6783

株式会社豊橋タイプ

妹のお墓づくり

2週間の隔離生活明け 教えて！インフォピア
　豊橋市外国人総合相談窓口「インフォピア」には日々多くの相談が寄せられて
います。相談員がよくある事例を紹介しますので、ご活用ください。

Q：出国するためのワクチンパスポートを申請する手続き等を教えてください。
A：①携帯で「とよはしコロナワクチン証明」と検索し、豊橋市役所のHPより、［新型コロナワクチン接

種証明書（国内・海外用）について］＞［新型コロナワクチン接種証明書を紙で取得したい場合］に
進む。申請書のPDFをダウンロードし、印刷した申請用紙に沿って、申請者の情報などを書く。

　　②接種履歴を確認できる書類のコピー（接種クーポン券に貼っている接種済み証）
　　③在留カード、パスポート
　　④返信用封筒（自分の住所と名前を書いた、必要料金分の切手を貼っていたもの）

以上の②～④は申請者が用意するもの。
①の申請書の入手方法と申請書の記入についてご不明な点がある方は
豊橋市国際交流協会の窓口でお手伝いすることができます。

新型コロナワクチン接種証明書ページのURLはこちら↓↓
https://www.city.toyohashi.lg.jp/49089.htm

教えて！インフォピア

バナバス・ヌヌ
さん帰国レポートバナバス・ヌヌ
さん帰国レポート

バナバス･ヌヌさん

Vol.2 ～帰国後から今日まで～
　約2年ぶりのソロモンへの帰国は私にとって驚きの
連続でした。まず、空港に着くと、検疫所の職員が待
ち構えており、すぐさまホテルに移動し、2週間の隔離
生活がスタートしました。ちょうどこの頃、ソロモンでも
コロナ陽性者の感染爆発がピークを迎えていました。
仕方ないと思う反面、一刻も早く村に戻り、家族に会
いたいと思っていた私にはとても長い時間に感じられ
ました。
　ようやく隔離生活が終わったと安心したのもつかの
ま、ソロモン政府はコロナ感染拡大防止の観点から、
国内移動（島から島への人の移動）を原則禁止し、
親戚の住む首都ホニアラで2カ月も足止めされるはめ
になりました。
　その間に様々なツテをつたって、2年も離れ離れに
なっていた妻と息子と感動の再会を果たしました。し

かし、妻は既に他の
男性と再婚しており、
話し合いの結果、息
子を私が引取り、育
てていくことになりま
した。
　そして5月に入り、よ
うやく妹の遺骨を持っ
て村に戻ることができ
ました。親戚の皆に協

力してもらい、教会の
すぐ横にお墓を作り
ました。きっと、妹も天
国で喜んでくれてい
ると思います。これで
ようやく気持ちの上
で一区切りがつきま
した。
　村人は私が日本
で体験したことに興
味津々で、農業、環境、食事、文化などいろいろなこと
を毎日、沢山の話をしました。私自身はどんなカタチで
あれ、日本で勉強したこと、見聞きしたことをこの先の
村づくりに役立てたいと考えています。
　日本から帰国し、あっという間に半年が経過しまし
た。日本にいる時はあれほどソロモンに1日も早く戻りた
いと思っていましたが、今では逆にいつかまた日本に
行きたいと感じています。そう思うのは、日本で良い思
い出、いろいろな経験が出来たこと、そして何より素敵
な「トモダチ」がいるからだと思います。
　最後に、私と母の帰国費用はクラウドファンディング
やカンパなど沢山の方々からの支援で賄うことがで
き、心より感謝しています。
　また、新聞やテレビの方々のおかげで私たちの置
かれた厳しい状況がクローズアップされ、支援、協力、
共感、賛同の輪が広がったことに、この場を借りてお
礼申し上げます。

　ソロモン諸島から日本に嫁いだ妹に会いに母と来日するも、妹がガンで急逝。その
後新型コロナウィルス感染拡大のため、祖国ソロモンに入国がかなわず、約2年間日
本で滞在。当協会「にほんごきょうしつ」に通いながら農業の手伝いをして義弟宅で
過ごす。2022年1月に約2年ぶりに帰国。

今年1月に2年ぶりに祖国ソロモン諸島に帰国した当協会「会話クラス」の学習者バナ
バス･ヌヌさんの帰国レポートをシリーズでお届けします。

とよはしインターナショナルフェスティバル2022

応募用紙は協会ホームページ（http://www.toyohashi-tia.or.jp）からダウンロードできます。

第24回日本語スピーチ
コンテスト出場者募集

日時◉11月6日(日) 10:30-12:30
場所◉まちなか図書館　中央ステップ

■テ ー マ　自由
■応募資格　日本語が母語ではない小学生以上の方
■部　　門　小・中学生の部：3分以内（800字程度）
　　　　　　高校生以上の部：5分以内（1,200字程度）
■申 込 み　10月7日（金）までに、スピーチ原稿（原則

日本語、ローマ字も可）と応募用紙を直接ま
たは郵送で豊橋市国際交流協会へ提出

上位入賞者の方は、第13回東三河日本語スピーチコンテスト
（2023年1月29日蒲郡市開催）に出場していただきます。ただ
し、豊橋市内在住に限リます。
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〒441-8077
豊橋市神野新田町タノ割38番3

会社も家庭もゴミの
困った解決します！

遺品整理・不用品でお困りの
方は是非ご相談を

お電話1本で
即日対応

かたづけ丸の㈲マルイ紙業
秘密厳守　無料お見積り　地域密着型の安心

受付時間　9：00～18：00
かたづけ丸0532-32-3255

法人向け通販最大手

オフィスの困ったに応える

学校・保育園市場NO.1

笑顔の介護のお手伝い

ASKUL

Smartoffice

スマートスクール

スマート介 護

豊橋市松葉町2-5

Tel　　〈0532〉53-5111（代）

Fax　〈0532〉53-6783

株式会社豊橋タイプ

妹のお墓づくり

2週間の隔離生活明け 教えて！インフォピア
　豊橋市外国人総合相談窓口「インフォピア」には日々多くの相談が寄せられて
います。相談員がよくある事例を紹介しますので、ご活用ください。

Q：出国するためのワクチンパスポートを申請する手続き等を教えてください。
A：①携帯で「とよはしコロナワクチン証明」と検索し、豊橋市役所のHPより、［新型コロナワクチン接

種証明書（国内・海外用）について］＞［新型コロナワクチン接種証明書を紙で取得したい場合］に
進む。申請書のPDFをダウンロードし、印刷した申請用紙に沿って、申請者の情報などを書く。

　　②接種履歴を確認できる書類のコピー（接種クーポン券に貼っている接種済み証）
　　③在留カード、パスポート
　　④返信用封筒（自分の住所と名前を書いた、必要料金分の切手を貼っていたもの）

以上の②～④は申請者が用意するもの。
①の申請書の入手方法と申請書の記入についてご不明な点がある方は
豊橋市国際交流協会の窓口でお手伝いすることができます。

新型コロナワクチン接種証明書ページのURLはこちら↓↓
https://www.city.toyohashi.lg.jp/49089.htm

教えて！インフォピア

バナバス・ヌヌ
さん帰国レポートバナバス・ヌヌ
さん帰国レポート

バナバス･ヌヌさん

Vol.2 ～帰国後から今日まで～
　約2年ぶりのソロモンへの帰国は私にとって驚きの
連続でした。まず、空港に着くと、検疫所の職員が待
ち構えており、すぐさまホテルに移動し、2週間の隔離
生活がスタートしました。ちょうどこの頃、ソロモンでも
コロナ陽性者の感染爆発がピークを迎えていました。
仕方ないと思う反面、一刻も早く村に戻り、家族に会
いたいと思っていた私にはとても長い時間に感じられ
ました。
　ようやく隔離生活が終わったと安心したのもつかの
ま、ソロモン政府はコロナ感染拡大防止の観点から、
国内移動（島から島への人の移動）を原則禁止し、
親戚の住む首都ホニアラで2カ月も足止めされるはめ
になりました。
　その間に様々なツテをつたって、2年も離れ離れに
なっていた妻と息子と感動の再会を果たしました。し

かし、妻は既に他の
男性と再婚しており、
話し合いの結果、息
子を私が引取り、育
てていくことになりま
した。
　そして5月に入り、よ
うやく妹の遺骨を持っ
て村に戻ることができ
ました。親戚の皆に協

力してもらい、教会の
すぐ横にお墓を作り
ました。きっと、妹も天
国で喜んでくれてい
ると思います。これで
ようやく気持ちの上
で一区切りがつきま
した。
　村人は私が日本
で体験したことに興
味津々で、農業、環境、食事、文化などいろいろなこと
を毎日、沢山の話をしました。私自身はどんなカタチで
あれ、日本で勉強したこと、見聞きしたことをこの先の
村づくりに役立てたいと考えています。
　日本から帰国し、あっという間に半年が経過しまし
た。日本にいる時はあれほどソロモンに1日も早く戻りた
いと思っていましたが、今では逆にいつかまた日本に
行きたいと感じています。そう思うのは、日本で良い思
い出、いろいろな経験が出来たこと、そして何より素敵
な「トモダチ」がいるからだと思います。
　最後に、私と母の帰国費用はクラウドファンディング
やカンパなど沢山の方々からの支援で賄うことがで
き、心より感謝しています。
　また、新聞やテレビの方々のおかげで私たちの置
かれた厳しい状況がクローズアップされ、支援、協力、
共感、賛同の輪が広がったことに、この場を借りてお
礼申し上げます。

　ソロモン諸島から日本に嫁いだ妹に会いに母と来日するも、妹がガンで急逝。その
後新型コロナウィルス感染拡大のため、祖国ソロモンに入国がかなわず、約2年間日
本で滞在。当協会「にほんごきょうしつ」に通いながら農業の手伝いをして義弟宅で
過ごす。2022年1月に約2年ぶりに帰国。

今年1月に2年ぶりに祖国ソロモン諸島に帰国した当協会「会話クラス」の学習者バナ
バス･ヌヌさんの帰国レポートをシリーズでお届けします。

とよはしインターナショナルフェスティバル2022

応募用紙は協会ホームページ（http://www.toyohashi-tia.or.jp）からダウンロードできます。

第24回日本語スピーチ
コンテスト出場者募集

日時◉11月6日(日) 10:30-12:30
場所◉まちなか図書館　中央ステップ

■テ ー マ　自由
■応募資格　日本語が母語ではない小学生以上の方
■部　　門　小・中学生の部：3分以内（800字程度）
　　　　　　高校生以上の部：5分以内（1,200字程度）
■申 込 み　10月7日（金）までに、スピーチ原稿（原則

日本語、ローマ字も可）と応募用紙を直接ま
たは郵送で豊橋市国際交流協会へ提出

上位入賞者の方は、第13回東三河日本語スピーチコンテスト
（2023年1月29日蒲郡市開催）に出場していただきます。ただ
し、豊橋市内在住に限リます。
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発行・編集　公益財団法人 豊橋市国際交流協会　〒440-0888 豊橋市駅前大通2丁目81 emCAMPUS EAST 2階　令和4年9月15日
E-mail：tia@tia.aichi.jp　☎（0532）55-3671　http：//www.toyohashi-tia.or.jp

※昨年度の会場の様子

新規入国制限見直しに伴う
今後の展望

川上 弘晃
名古屋出入国在留管理局　

豊橋港出張所長

　平成31年4月、新たな在留資格「特定技能」が創
設されるとともに、年々日本で生活する外国籍の
方々が増える中で、日本で暮らす外国籍と日本人の
方々の双方が安心・安全に暮らせる社会を実現する
ため、出入国在留管理庁の業務として、それまでの
「出入国審査」等に加えて、「在留支援」が加わり
ました。
　その後、新型コロナウイルスが猛威を振るう中、
世界的な人流抑制の動きから、国際線の定期航空便
の停止などで、本国に帰国したくても帰国できない
外国籍の方々が日本にとどまるしかない状況とな
り、併せて新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止のための入国制限によって、日本で生活すること
を選択した外国籍の方々が予定どおり入国できない
状況が生まれました。現在では、そのような外国籍
の方々の新規入国も認められるようになり、国際線
の定期航空便の再開の動きもあいまって、コロナ禍
前のようにはいきませんが、人の出入りは確実に増
えてきています。
　豊橋市で暮らす外国籍の方は、平成30年末で
17,775人､コロナ禍にもかかわらず､令和3年末で
18,929人と増えています｡豊橋市においては､この
うち､約74パーセントに当たる14,191人の方が「永住
者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、
「定住者」といった身分関係で在留する在留資格を
有する方です。このように地域に定着して暮らされ
る方が多く暮らす豊橋市ですが、当出張所において
も昨年から永住許可申請件数が著しい増加傾向にあ
ること等から、新たに豊橋市で暮らす外国籍の方に
加え、永住者として暮らす方も今後増えていくもの
と思われます。このような中で、名古屋市港区にあ
る名古屋出入国在留管理局には「在留支援」に専従
する部署が置かれ、地方公共団体等と連携して、地
方公共団体が設置する相談窓口に出張して外国籍の

方々からの在留手続に関する相談に直接対応した
り、相談窓口の相談員の方々への在留資格などの研
修会を開催するなどしています。
　また、同局庁舎内においても在留支援のための相
談窓口【FRAT（フラット）】を開設し、外国籍の
方々からの在留手続に関する相談に対応していま
す。さらに、Facebookページ【@nagoya.nyukan.-
support】を開設し、在留資格の説明や在留カード
を紛失した場合に必要な手続など、日本で暮らす外
国籍の方々向けに9言語の分かりやすい内容で定期
的な情報発信を行っています。そして、本年2月に
は、豊橋市主催の交流型イベントに本局の「在留支
援」担当職員が参加させて頂き、本年11月開催予定
の国際交流協会が主催する「とよはしインターナ
ショナルフェスティバル」にも参加させて頂く予定
となっています。
　当出張所としても、豊橋市及び国際交流協会と本
年度から定期的に情報交換会を実施して、日々外国
籍の方々からの相談に対応する相談員様の疑問など
を解消する取組を始めています。
　この市に暮らす外国籍の方々が“豊橋市は住みや
すい”と感じてもらえるように、今後も豊橋市及び
国際交流協会と連携・協力した取組を推進していき
たいと思います。

　今年のインターナショナルフェスティバルは、会場も新たに３年ぶりにステージを開催予定です。コ
ロナ禍での開催のため感染状況によっては内容が変更になる場合がありますが、ご理解・ご協力の上ご
参加ください。

豊橋市外国人登録者数の状況

令和4年8月1日現在

国籍
ブラジル
フィリピン

中国
ベトナム

韓国・朝鮮
ペルー

インドネシア
その他（68か国）
総人数（75か国）

人数
8,266
4,280
1,421
1,227
1,164
685
608
1,453 
19,104

割合（％）
43.27
22.40
7.44
6.42
6.09
3.59
3.18
7.61

100.00

豊橋市総人口
外国人登録者数の割合（％）

371,356
5.14

お問い合わせは…
公益財団法人 豊橋市国際交流協会
〒440-0888 豊橋市駅前大通２丁目81 emCAMPUS EAST 2F
☎（0532）55-3671 http://www.toyohashi-tia.or.jp

◆と　き　11月6日（日）10:00～16:00
◆ところ　まちなか広場、emCAMPUS EAST（豊橋市駅前大通）
◆入場料　無料
◆問合せ （公財）豊橋市国際交流協会　☎（0532）55-3671
◆内　容　世界のダンス、音楽、日本語スピーチコンテスト、国際交流団体活動
　　　　　紹介パネル展、外国人児童生徒の絵画展、ワールドグルメ、バザー・
　　　　　フェアトレード、ピエロのバルーンアートなど。

～ご来場の皆様へ
 新型コロナウィルス感染症対策のお願い～
① 体調の優れない方は、来場をお控えください。
② 入口での検温、手指の消毒にご協力ください。
③ マスクの着用にご協力ください。
④ 来場者が一定数に達した場合は入場制限を行
　 います。

　豊橋市国際交流協会は、地域における草の根の国際交流を進める
ため、賛助会員を募集しています。各種イベント案内のほか語学講座
受講料割引などの特典があります。新規入会者にはエコバッグ、継続
会員には協会オリジナル記念品を贈呈します。

■年 会 費／個人会員　　 一口 3,000円
　　　　　　法人・団体会員 一口10,000円 ※加入日から１年間有効。

■申込方法／直接協会に持参いただくか銀行・郵便局振込みで。
　　　　　　詳しい内容などについては協会にお問合せください。

　翻訳・通訳ができる方、文化や習慣を紹介でき
る方など、ご自身のスキルをぜひご登録くださ
い。詳しくは右のQRコードよりホームページにア
クセスしてください。

2022年2月11日のイベントの模様

とよはしインターナショナル
フェスティバル2022
とよはしインターナショナル
フェスティバル2022

豊橋市国際交流協会 賛助会員募集中！

「講師派遣人材バンク制度」登録者募集中！

1

～あなたと豊橋市国際交流協会をリンクする会報紙～
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