
　
　

平成 29 年 1 月号（12）（13）広報もおか

　1987 年 9月、アメリカ合衆国グレンドーラ市との姉妹都市締結に向けて、『真岡市海外友
好協会』を発足しました。そして翌年、姉妹都市となりました。
　その後、2009 年に、『真岡市海外友好協会』は『真岡市国際交流協会』と改称されました。
　協会では、地域社会における多文化理解や友好親善を深めるため、市民主体となって国際交
流活動を行ったり、外国人が暮らしやすい生活を送るためのサポートを行ったりしています。

真岡市国際交流協会  Moka　International Association　市内の全中学校では、多様な価値観を学び、広い視野で物事を見ることのできる国際性豊か
な人材を育成することを目的に、海外の中学校と交流を行っています。

中学生の国際交流　～異文化を認め合う心を育てる～
International exchange of junior high school students

In Moka city, in September 1987 "Moka Overseas Friendship Association" was 
established to conclude a sister city with Glendora City, United States of America. 
And the following year, a signing ceremony was held to sign a sister city.
After that, in 2009, "Moka City Overseas Friendship Association" was renamed 
"Moka City International Exchange Association".
Moka City International Exchange Association carries out international exchange 
activities by citizen subjects to deepen the multicultural understanding and friendship 
goodwill in the community and supports for foreigners to live a comfortable life.

All junior high schools in the city exchange information with junior high schools 
abroad with the aim of educating internationally rich human resources who can 
learn various values and see things from a broad perspective.

◆たくさんあります！市が取り組む外国人サポート

《アプリの多言語対応》

▲Android版
（Google play）

▲ iOS 版
（App Store）

【Multilingual application 
of application】

《外国人の生活相談》
【Consultation on living 
by foreigners】

《各窓口における通訳補助》
【Interpreter assistance 
at each window】

スマートフォン用の無料ごみ・
資源分別アプリ「さんあ～る」は、
英語、中国語、スペイン語、ポ
ルトガル語の 4カ国語に対応し
ています。分別方法を簡単に検
索できたり、詳しい分け方や出

し方の注意点を確
認したりできます。
ぜひ、ご利用くだ
さい。

　昨年 5月から外国人相談の専
用ダイヤルを開設しました。簡
単な相談内容は、わざわざ来庁
していただかなくても、電話相
談で解決することができます。

　外国人のお客さまが来庁した
際、簡単な手続きなどはお客さ
ま本人でできるように、国際交
流協会の通訳 ･相談員が手助け
をしています。また、窓口で難
しい説明をする時などは、必要
に応じ通訳を行っています。

☎0285-81-6941
（平日 9:00 ～ 16:00）

【問い合わせ】安全安心課 国際交流係　☎ 83・ 8719　FAX 83 ・ 8392

　真岡市には、約 3,000 人の外国籍市民の方が生活しています。真岡市民全体の 3.7%、27
人に１人が外国籍市民の方です。

市町名
H27.12 月末

人口比率

真岡市 3.73%

小山市 3.30%

足利市 2.38%

栃木市 2.02%

佐野市 1.79%

【人口比率 県内上位５市】

About 3,000 foreign citizens live in Moka City.3.7% of the citizens as a whole, one in 
27 people are foreign citizens, this is the highest rate in the prefecture.

外国人割合は県内 No1
The proportion of foreigners in citizens is No.1 in the prefecture

　真岡市に住んで 20 年以上になります。
真岡市は、外国人が多く住んでいるので、
外国人同士で情報交換しやすいところがう
れしいです。また、窓口での簡単な手続き
ならば、通訳のおかげで自分自身でできる
ようになりました。難しい手続きの時は手
助けしてくれるので、安心です。

ヤマダ・フェリックスさん（市内在住・51歳）

　真岡市の国際交流

-　International exchange in Moka

▲友好都市 台湾斗六市 正心高級
中學と真岡西中学校の生徒たち

▲アメリカグレンドーラ市ガダードミドル
スクールと真岡東中学校の生徒たち

未来を担う子どもたち！
異なる文化を尊重し合え
る心を育てよう！

真岡市は外国人がとても暮らしやすいまちです

◆内容豊富！国際交流協会の活動内容例　

《国際交流イベントの開催》《日本語教室の開講》《外国人と市長の話し合い》
【Discuss i on  b e tween 
foreigners and the mayor】

【Japanese classroom】 【International Exchange 
Event】

▲昨年行われたイヤー・エンド・パー
ティーの様子（国際交流の集い）

さまざまな国の方たち
と交流ができます。

毎年開催しています。
今年は 1/31（火）開催 ！

市在住の外国人の方
が対象です。
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