IFC (International Friends in Christ)は多くの方に支

●IFC の内容は。。。

えられ創立１6 周年を迎えました。これからも新
しいことにチャレンジし、皆さまと共により素晴
らしい会にしていきたいと考えております。また
一人でも多くの方と触れ合い、楽しい時間を過ご
せる事を願っています。

IFC は春と秋の学期があります。新入生大歓迎。
（途中入会可）
一回のレッスンは前半と後半に分かれています。

cooking, celebrating birthdays and just learning about

<前半> 授業スタイル
Mary Domke が聖書を読みます。易しい（優し
い！）英語 を使い、その個性から楽しさと笑い
を引き出します。

Cyndi Lako

<後半> グループスタイル
少人数に分かれ、英会話にチャンレンジ。アメリ
カ人のリーダーが上手に会話を盛り上げ、質問は
何でも受けます。お茶を飲んで一息ついたら、日
常生活の小さな（？）から聖書の内容まで何でも
気軽に話してください。

I love spending time with my family, having cookouts,

《学期末》
春、秋、レッスン最後の日はポットラックパーテ
ィーをします。みんなで持ち寄った American
＆Japanese 食に舌鼓！

spend time with my ladies outside of class. We often

まだ一度も足を運ばれていない方、
この機会にぜひ一度見学にいらっしゃい
ませんか？
ここでは聖書の他にも。。。

＊ アメリカ人の友達を作って英会話を上達
させよう！
＊ お料理好き？レシピをもらって一緒にお
料理、楽しいよ！
＊ 街に出かけて、ランチをしよう！
＊ 珍しいクラフトを体験
＊ ショッピングや Tea Time、私たちアメ
リカ人の暮らしぶりを見学に我が家へも
どうぞ！

We have such fun going out to lunch, shopping,

each other, becoming good “Friends in Christ.”

I have been part of International Friends in Christ
for 10 years. My hobbies include scrapbooking &
making easy crafts. I have 3 children ages 14, 10 & 5.

going on picnics, bike riding, or sledding in the winter.
I have enjoyed all the times I have spent with my new
friends from IFC. My favorite time has been learning
to make Japanese foods with my conversation group. I

meet at someone’s home for a cooking lesson or craft
or we enjoy going out to lunch or having tea. I love
sharing the love of Jesus with others.

============================

★Nice to meet you!
当 IFC では多くのアメリカ人スタッフがみなさん
をお待ちしています。心優しい、冗談も好き、多
彩な趣味ありとスタッフの個性は色々ですが、今
回はキャリアの長～い二人を紹介します！

===========================

★初めまして！
現在クラスに参加している日本人からは。。。

Mary Kay
When IFC class started 10 years ago, I was a little
bit afraid. I did not know much about
the Japanese culture, but I did know that I wanted to be
an American friend to Japanese women.
I became a conversation partner and have loved
every minute of my friendships with them, pray for
them and wish I could see them all once again.

◆ 私たち日本人にとって聖書はなじみのないもの。
でも「神様、仏様 お願い！」って思った事はありま
せんか？彼らはそれを毎日思い実行しているだけのこ
と。彼らの信じるものを少しでも理解する事によって
私たちとの距離もきっと縮まると思います。逆に私た
ち日本人を理解して貰える場だとも思います。
私にとってカンバセーションパートナーはアメリカの
母のような存在。学校、病院の事いろんな面で日本と
は違います。そういう時、自分で先に行動してしまっ
て「しまった！」と思う事のないよう ”母”に聞くの
です。時には普段自分では入れないようなところに

ランチに連れて行ってもらったりと楽しくやっていま
す。皆さんにも少しでもアメリカ生活をＥＮＪＯＹし
て頂ければと思います。一度遊びに来てください。
(嘉村 彩)
◆ はじめてのレッスンの日、英語に自信のない私は
おっかなびっくりという感じでした。けれど、思った
より楽しい！思ったより緊張しない！そんな繰り返し
で、気がつけばレッスンが楽しみになりました。カン
バセーションパートナーとは私の知っている単語を駆
使して、あとはボディランゲージでコミュニケーショ
ンばっちりです。アメリカにきて一年がたち、起きた
ハプニングは数知れずという私ですが、困った時に教
会のみなさんが手をさしのべてくれました。とても心
強く思っています。不安ばかりのアメリカの生活が今
では楽しく、新鮮で、毎日が充実しています。
（鈴木彩子）
◆ 2004 年の 9 月からこのクラスに参加しています。
私たちのカンバセーショングループは、月曜のクラス
以外の日も月に２回は集まって、料理やクラフトをし
たり、ランチに出かけたりとみんなで楽しんで活動し
ています。アメリカに来たばかりの人には、アメリカ
人だけでなく日本人の知り合いも出来る絶好の場にな
ると思いますよ。フレンドリーなアメリカ人の人ばか
りですので、9 月から何か新しい事を始めたいと思っ
てる方は、どうぞ気軽に参加してみてくださいネ！
（荒賀純代）
◆ 私はこの教会にただ単に聖書の勉強に行っている
のではありません。毎週月曜日の朝教会に着くとアメ
リカ人カンバセーションリーダー達が「GoodMorning!」
と素敵な笑顔で迎えてくれます。この笑顔で私はその
週の元気をもらっている気がしています。日本にいる
時は、教会、聖書に全く馴染みのなかった私です。が、
ここの教会に来て、Mary のユーモア、ジェスチャーを
交えながらの聖書の解説を聞いていると「聖書」とい
う堅苦しいイメージは全くなくなります。みなさんも
何も身構えることなく、ただ Mary の話に耳を傾けて
いるだけでも大丈夫です。気軽な気持ちで参加してみ
てください。カンバセーションリーダー達の素敵な笑
顔に出会えますよ！
（小財美登里）

◆2007 年１月に 10 ヶ月と 2 歳の娘を連れてこの町に
赴任して来ました。交流の輪を広げたいアメリカ文化
を体験してみたいと思っても小さな子を連れてでは難
しいのが現実でした。そんな中 IFC では託児ボランテ
ィアのおかげで子連れでも安心して参加でき、レッス
ンの間は子育てから離れて自分の時間を持てリフレッ
シュすることができます。娘達は初めての外国で英語
も全く分からず戸惑っていましたが、IFC でアメリカ
人のスタッフの優しさに触れ徐々に心を開きました。
小さな子を抱え孤独になりがちな生活の中で、IFC で
誰にでも優しく手を差し伸べてくれる善意の心に触れ、
娘も私も癒されました。又グループでの課外活動では、
クリスマスクッキーや家庭料理を習ったり、ハロウィ
ンのかぼちゃ彫刻をしたりと、楽しい活動をリーダー
と一緒に行っています。私も子ども達も一緒に楽しみ、
有意義な経験をさせてもらい、感謝の気持ちで一杯で
す。小さなお子さんがいらっしゃる方も、ぜひ安心し
て参加してみてください。(河合亮子)
◆大きいとは言えない外国の町で、言葉もままならな
い自分を置く環境を、ともすれば夫が同じ会社だとか
子供の学齢が同じだとかといったふうに付き合いを狭
めがちな生活。私を最初にそこから引っ張り出してく
れたのが教会のクラスでした。 教会で出会った、違っ
た背景を持つ日本人の友人は今でも大切な存在ですし、
そんな友人や先輩日本人から得られた情報は生活を楽
しくしてくれました。また、”アメリカ”について多く
を学んだのもここでした。何しろ外国人を助けたいと
手を広げてくれている彼らですから、隣人には尋ねに
くいことを、単語の羅列にジェスチャーを加えながら
質問するのも恥ずかしさにためらう必要はありません
でした。付き合いを深めるほど互いの暮らし方や考え
方、子供との接し方ひとつをとっても文化の違いとそ
して共通点に感心したものです。4 年間の在米期間の
ほとんどをここで過ごし、私はママと呼べる米人と出
会えました。帰国後の今も、時折電話やメールでやり
とりをしています。苦しい時に支えてくれたママや日
本人の友人がいてくれたからこそ、私のＦｉｎｄｌａ
ｙの思い出はとても温かいものとなりました。皆さん
もまた、楽しく充実した赴任生活を送られま
すよう願っています。（斎藤純子/2007 年帰国）

International Friends in Christ
is celebrating our 16 year Anniversary!

Welcome
To
IFC of CONCORDIA
LUTHERAN CHURCH

*生徒募集（English Class for Women）
＊ベビーシッターあり（０歳～キンダー）
＊2013 秋期クラス９月 9 日スタート
毎月曜午前９：３０～

