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地域で活動している

　豊橋市は多くの外国人市民が住む国際都市。その外国人市民と市民との相互理解や交流を深めるため、豊
橋市には国際交流活動をしている団体が多くあります。シリーズで、国際交流活動団体を紹介します。

　NPO法人ABT豊橋ブラジル協会は、平成16年9月に
豊橋市及びその周辺地域の日本人市民とブラジル人市
民など外国人市民との多文化共生の実現に向け、それ
に関わる問題の改善や地域社会全体の利益に寄与す
ることを目的に、ブラジル人自らの自助組織として「豊橋ブ
ラジル協会（通称ABT）」を豊橋市役所内に設立し、平
成20年6月にNPO法人格を取得しました。
　当協会の実施事業は、①地域福祉に関わる事業、②
国際協力に関わる事業、③健全育成に関わる事業、④
国際交流に関わる事業の4つを柱としています。その主な
内容は、国際交流協会と共催の出張ブラジル領事館の
開催、日本人向けの会話を中心としたポルトガル語教室
やインターナショナルフェスティバルへの参加、豊橋市役
所の外国人情報窓口でのフロアアシスタント業務、日本の
文化を伝える日本文化教室、日本語教室などです。ラジ
オニッケイという独自のインターネットラジオの運営を利用
しての市長のメッセージ、市政情報の放送、愛知県警に
よる情報や呼びかけの放送なども実施しています。また、
ブラジルデーを通じて、多くの皆様にブラジルを知ってい
ただけるよう活動しています。今後は誰もが手軽に利用
できる通訳システムの構築など、より住みやすい社会を目
指し進みたいと考えています。
　ABT豊橋ブラジル協会はサポーターを募集しておりま
す。サッカーワールドカップ、オリンピックを控えたブラジルに
興味のある方も無い方も、当協会の会員になってみませ
んか。

問合せ　☎ 0532-39-3437
　　　　　 info@npoabt.jp

　私たちは、さまざまな国籍・世代が交じり合う社会で、
自分はこれからどこで、どう生きていくべきかを外国人の
若者と考え、いろいろな仕事や職業を伝えるインターンや、
人生のコンシエルジェ・プロジェクト（家族で考える30年
計画）などを行っています。
　農業・環境インターン…これからを生きる若者こそ、環
境問題に自ら取り組む能力と技術が必要です。電気も水
も緑も限りあるもの。持続可能な生活とは？農的生活とは？
それを仕事にする時代さえも来ています。まさに、今でしょ！ 
例：オーガニック農園インターン、外国人学校雨水利用
法等。
　飲食インターン…接客業、それはまさに日本の誇るべき
技術「お・も・て・な・し！」です。日本で働く上でのマナ
ーや制度などを先に学び、現場の体験に入ります。例：
日本食、マクロビメニュー等。
　プログラムインターン…この仕事は、既に世界から切り
離せない技術、自分が生きていくうえで必ず役に立つ！手
段、何に使うかは自分次第。そういった視点のプロのプロ
グラマーが指導します。
　福祉インターン…介護を始めとするウェルネス技術は日
本が海外に輸出できる素晴らしいもの。新しい介護と本
物の福祉を、外国人だからこそ活かせるポイントと合わせ、
現場で学びます。例：赤ちゃんを通じた介護技術、笑い
ヨガ健康法、理学・言語療法体験等。
　保育インターン…日本の子どもの健康数値は世界でも
トップクラス。食育、足育、ハイハイ育、自然育、花育さまざ
まな子どもの能力を引き出す技術に触れます。例：保育
士体験等。

問合せ　☎ 0532-39-7406（担当：鈴木）
　　　　　 shuroshien@gmail.com
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　私は年中高温多湿の国で生まれ育ちました。赤道直下に
住むシンガポール人は、旅行以外で季節を体験することはあ
りません。
　初めての来日は、冬の東京でした。銀座の街中で輝いて
いる美しいイルミネーションの印象的な光景は忘れられませ
ん。と同時に、東京ディズニーランドで遊んでいた時に、午後
３時頃から段々暗くなっていく光景にはぞっとしました。それ
でも私は冬が大好きです。寒い時に感じる温かさは格別だ
からです。
　私はオーストラリアにあるシドニー大学に3年間通いまし
た。冬のシドニーでホットドリンクを飲む、おいしい鍋を食べる、
熱いお風呂に入る、大好きな人 と々のハグ、それぞれに小さ
な幸せを体験しました。
　冬はお祝いの季節です。雪の降る国で「ホワイトクリスマ
ス」を過ごすことはシンガポール人皆の夢です。中でも、新し
いスタートの象徴でもある真冬のお正月を楽しみにしていま
す。1年の中にある最も大切な2つの祝日は冬にあり、家族や
友達と一緒にお祝いをします。
　一方で、冬は最も残酷な季節です。シドニーでホームレス
が寝ているのを何度も見ましたが、その人たちはどうやって
真冬の夜を切り抜けているのか不思議でした。肌を刺すよう
な寒さに対応する方法がなければ、死を意味します。
　シンガポールで流行っている「ゲーム・オブ・スローンス」は、
ジョージ・R・R・マーティン著のファンタジー小説を原作とした
テレビドラマです。この小説には「冬来たる。」という有名なこ
とわざがあります。冬という大変暗い時期が来るので、夏の
楽しい時期を過ごす時は決して注意を怠ってはならないと
いう助言です。冬はお祝いの時。冬は死ぬことです。そのよう
な極端な状況は冬にしか体験できません。暑い日々 を過ごし
ていた私にとって、冬はロマンチックな気分もシニシズムももた
らしてくれることに驚嘆するばかりです。
　今年は豊橋で初めての冬を過ごします。豊橋はとても寒
く、「冬はもっと服を着た方がいい。」と、優しい同僚や知り合
いから沢山アドバイスをもらいました。この11月でシンガポー
ルの家族や友達と離れて2か月がたちました。その間、親切
な人に沢山出会い心が温まりました。
　冬が来ます。今年の寒い冬を一緒に乗り越えて、冬の中
にある温かさを楽しみましょう！

　平成25年9月から豊橋市国際交流員に着任した、
シンガポール出身のパーリーン・パーオさんが、今号
からこのコーナーを担当します。

第1回 “Winter is coming.”「冬来たる。」-George R.R. Martin  ジョージ・Ｒ・Ｒ・マーティン

　I was born and raised in a country that is hot and humid 
all year round. Singapore is located directly below the 
equator and as a result, Singaporeans do not experience 
spring, autumn or fall except when we travel overseas. 
　My first time in Japan was a vacation in Tokyo during 
the winter season. The streets of Ginza, with all the 
beautiful Christmas lights, left a deep impression on me. I 
was also horrified at the fact that it became dark at 3pm 
while I was having fun in Tokyo Disneyland. Even so, 
winter is my favourite season. The lack of warmth makes 
us treasure it even more. 　
　During my 3 years of studying in Sydney, I have 
experienced the happiness from having a hot drink, from 
having delicious hotpot, from a hot refreshing bath and 
most importantly from hugs given by people we love during 
the winter.
　Winter is also the season of celebrations. To be able to 
spend a ‘White Christmas’ in a country with snow is every 
Singaporean’s dream. We also welcome the New Year in 
the midst of winter, which symbolizes a fresh new start for 
most of us. Two of the biggest occasions in a year occurs 
during the winter and gives us a reason to gather with our 
friends and families to celebrate.
　Of course, winter is also cruel. I have seen many 
homeless people in Sydney who had to sleep on the streets 
in the cold winter and wondered how these people survive 
the night. Without the proper means to cope with the biting 
cold, winter means death.
　The Game of Thrones by George R. R. Martin is a series 
of fantasy novels made even more popular in Singapore 
recently when it was remade into a television series. The 
story centers around one sentence. “Winter is coming.” It is 
a reminder that we should always be vigilant and ready for 
dark periods, which is winter, of our lives even in good 
times, which the summer symbolizes. 
　Winter means celebration. Winter also means impending 
death. Indeed, such extremes do not occur in any other 
season except in winter. As someone who has lived in the 
heat for most of my life, I marvel at how winter sparks 
both romanticism and cynicism.
　This would be my first winter spent in Toyohashi. As it 
slowly turns colder, caring colleagues and acquaintances 
have advised me to wear a thicker layer of clothes. 
Experiencing so much kindness in the two months since I 
have left my family and friends in Singapore has warmed 
my heart. In the face of the coming winter, let’s minimize 
the misery of the bitter cold and share the warmth and joy 
of the winter with one another! 新規事業として、中小企業を対象に、ブラジル進出のトータルサポ

ートを行っています。お気軽にご相談ください。


