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市川市国際交流協会

設立

周年にあたって

編集後記
ＩＩＡ設立からもう１５年、まだ１５年。取り方はいろいろあるでしょうが、この母体は５０年以上前に始まった
ガーデナ市との姉妹都市提携、２０年以上前から脈々と続けてきた在住外国人へのボランティア活動を引き
継いでいます。
ここで、これまでの歩みを写真で残しておかないと、個人的に保有する資料は散逸し、せっかくの我々の貴
重な活動が後世（ちょっと大げさ）に残されないとの危惧がでてきました。特に会長です。そこでミッションを言
い渡された３人の若手？編集委員はＩＩＡ５年生。資料集め、写真集めには苦労しました。ここ５年分は収集でき
ます。それ以前は諸先輩方の秘蔵アルバムに頼るしかありません。大捜索が始まりました。過去を知る会員、
国際交流課の皆さんの協力と、倉庫に眠る埋蔵写真の発掘（写真）の成
果などで次々と写真が出てきました。関係者のご協力に感謝いたします。
次なる問題は写真とイベントがあっているかどうか。我々は努力しました
が、きっとこの記念誌の中の写真は違っていると指摘されるものがあると思
いますが、ご容赦ください。
これでＩＩＡの過去の整理は終わりです。これからは将来です。小誌が、Ｉ
ＩＡの理念である「市民の国際化意識を高め、在住外国人の方々と共に世界に開かれた地域づくりに貢献す
る」活動に少しでも役に立ち、多くの人に長く読み継がれ、いつの日かレガシーとなることを夢見ています。
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ＩＩＡ 設立１５周年にあたって
市川市国際交流協会会長 成田 久江
市川市国際交流協会は、2001年2月に、ガーデナ市、楽山市、メダン市との
提携からなる「姉妹・友好都市協会」と「WINGいちかわ」（市川市国際交流
連絡協議会）が統合されて、15年の節目を迎えました。
その間、ドイツのローゼンハイム市、フランスのイッシー市とパートナー
シテイ締結をし、外国人委員会や青年部会、学生会を設立して、行政主体か
ら協会の自主運営へと移行して、市民主体の活発な活動をして参りました。
会員による茶道、花道、書道等の日本文化の紹介と、市民親善交流、青少
年の相互親善派遣、小学校での国際理解教育、外国人の義務教育待機児童日本語教室、防災マップ作
成等、その事業も多岐にわたります。
この度、先人の活動や実践中の活動を顧み、変動する世界情勢の中で将来への飛躍を期して、記録
に重点を置いた15周年記念誌を刊行することにしました。
ご多忙にもかかわらず、メッセージをお寄せいただきました大久保市長、海外交流都市の各市長は
じめ、企画編集に携われた編集実行委員の皆様に心より感謝し、お礼申し上げ、発刊のことばといた
します。

For this Commemoration on the 15th Anniversary of IIA
Hisae Narita, President of the Ichikawa International Exchange Association (IIA)
This year IIA has reached a major milestone of 15 years since the former group, Sisters Friendship
Association, which at the time consisted of the Cities of Gardena, Leshan and Medan, merged with the
International Exchange Group - Wing Ichikawa, in February 2001.
Ichikawa City then signed a Partnership Agreement with Rosenheim City and Issy-Les- Moulineaux City, and
IIA consequently established committees for both; the Rosenheim City Committee and the
Issy-Les-Moulineaux City Committee. IIA also started the Foreign Residents Committee and Student and
Youth groups and shifted from city management to independent private management. This has allowed IIA to
increase their activities driven by the needs of the citizens.
IIA members now cover a variety of activities. They make essential disaster prevention maps and introduce
traditional Japanese pastimes such as the tea ceremony, flower arrangement and calligraphy and more. They
plan and arrange citizen friendship exchanges, youth goodwill delegations, invite people from other countries
into elementary schools to talk about their culture and they also provide basic Japanese language to foreign
children to help them enter primary and middle schools.
For this memorial, I decided to publish a 15th commemorative publication that is a record of our past activities.
I hope this will provide inspiration and motivation for the future of our activities in a world of global problems
that affect all of us.
In conclusion, I would like to express my sincere gratitude and appreciation to the Mayors of Ichikawa and our
overseas exchange cities who sent messages and also to the persons who edited this book despite their busy
lives.

−１−
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市川市市長 大久保 博
このたびは、市川市国際交流協会が設立15周年を迎えられましたことを、
心からお祝い申し上げます。私自身、現在の市長職に就く前は、2003年から
2009年まで市川市国際交流協会の副会長を務め、様々な国際交流活動に携
わってきましたので、大変喜ばしいことであり、また感慨深くもあります。
市川市国際交流協会は、市民主体の国際交流活動の促進や、海外都市との
友好親善を深めることを通じて市民の国際感覚を養い、在住外国人と共に世
界に開かれた地域づくりに貢献することを目的として設立されました。15年
前このように謳われた文言が、グローバル化のますます進んだ現代社会において、あの当時以上に
切実に求められていることを改めて実感しております。
市川市では現在14,000人を超える外国人の方が暮らしており、年々増加傾向にあります。こうし
た現状の中、市川市の目指す市民主体の多文化共生を実現するため、市川市国際交流協会の皆様に
は、これまで様々な活動にご協力をいただいてまいりました。交流都市との公式代表団、市民団、
文化団体の相互訪問や、青少年の相互派遣の際には、計画から実施まで一連の過程の全てに、皆様
のご協力が欠かせないものとなっております。また市民主体の地域活動として、日本語教室や通訳
翻訳のボランティア、その他多種多様な異文化交流活動など、枚挙にいとまがないほど、在住外国
人と市川市を繋げる大切な役割を担っていただいています。
市川市国際交流協会の設立15周年の節目に、こうした皆様のご協力が市川市の、ひいては国際社
会にとってどれほど必要不可欠なものであるか改めて認識し、また深い敬意の念を表する次第であ
ります。
結びに、市川市国際交流協会のますますのご発展をお祈り申し上げるとともに、今後とも市川市
の国際交流事業に多大なご協力をいただけますようお願い申し上げ、お祝いの言葉とさせていただ
きます。

Hiroshi Okubo, Mayor of the City of Ichikawa
I would like to offer my congratulations to the Ichikawa International Exchange Association (IIA) on its 15th
anniversary. I served as Vice President of IIA from 2003 to 2009 before assuming the office of Mayor,
therefore, I was involved in various international exchange activities with them - it is with deep emotions that I
am able to celebrate this milestone.
IIA was established 15 years ago with its credo; through the promotion of citizen-based international exchange
activities and deepening goodwill with affiliated overseas cities, IIA aims to cultivate the international
awareness of citizens and contribute to the creation of a community that is open to the world with foreign
residents. Now I realize that this credo is more essential than before in this globalized modern society.
Ichikawa city currently has more than 14,000 foreign residents, and the numbers are increasing year by year.
Consequently, IIA has coordinated activities with various groups in order to promote and support a
citizen-based society of multicultural understanding . IIA’s full cooperation and support of the City has been
indispensable for planning and implementation of exchange visits between Ichikawa and affiliated overseas
cities: in organising official delegations, citizen goodwill groups, cultural organizations, and dispatches of our
youth. IIA has taken on a vital role in helping foreign residents adapt to life in a new city through citizen-based
regional activities such as Japanese language classes, volunteer translation and interpretation, and various other
cross-cultural exchanges activities.
On the occasion of this 15th anniversary , I recognize again that your cooperation is imperative, both for
Ichikawa City and toward an international community.
In conclusion, I look forward to further development of IIA activities, and humbly ask for your continued
cooperation with the International Exchange Project of Ichikawa City.

−２−
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海外交流都市からの祝辞 Greetings

ガーデナ市市長 ポール Ｋ． タナカ

ガーデナ市よりご挨拶申し上げます。
ガーデナ市を代表して、私は市川市国際
交流協会の設立15周年の祝賀にあたり、会
員の皆様にこころよりお祝い申し上げま
す。協会の設立にかかわった方々の努力、
そして協会の成長と繁栄に無私で尽力され
てこられた方々に、称賛と敬意を表したい
と思います。市川市とガーデナ市の親善プ
ログラムにおける貴協会の卓越したご支援
は、まさに模範となるべきものであり、
もっとも歓迎するところであります。
また、成田 久江会長の献身的かつ卓越
したリーダーシップに敬意とこころからの
感謝の言葉を送りたいと思います。
私は、市議会のメンバー共々、15周年の
祝賀が成功と思い出に残るものとなります
ようこころよりお祈りいたします。

市川市国際交流協会が成立して、15周年を迎
えるにあたり、私は謹んで楽山市人民対外友好
協会を代表いたしまして、心よりお祝いの意を
申しあげます。
今年は我が市と貴市が友好都市を締結して、
35周年でもあります。この間、貴協会が両市民
間の相互理解と友好協力を増進させるため、我
が市といろんな形で中身と実りに富む交流を盛
んに行い、両市友好交流関係を促すには、大い
に貢献なされたと思います。
ここ数年来、両市の民間交流が日増しに活発
になっております。特に、我が市で開催された
大仏旅遊文化祭、四川国際旅遊博覧会、初回峨
眉山国際茶文化博覧会及び7月に楽山市にて行わ
れた両市友好都市締結35周年記念行事に貴協会
が市民団を派遣し、積極的に参加していただき
ました。ここで、成田久江女史を会長とする、
貴協会の皆様方が両市民間交流のために払って
いただきましたご心血とご努力に対し、心より
感謝の意を申し上げます。
国の交わりは民の相親しむにあり、民の相親
しむは心の相通ずるにあります。民間外交は文明の交流と補完を推進する最も厚き力であり、人類文
明の進歩と世界平和の発展を推し進める重要な動力であります。従って、青少年交流は両国民および
両市市民が次世代にわたる友好を続けるベスト方式だと考えております。我が市青少年代表団は来
年、貴市へ交流、訪問することになっていますが、貴協会より多大なご協力とご配慮を賜りますよう
お願い致します。
おわりに、貴協会のますますのご発展と会員の皆様方のご健康、諸事順調をお祈り申し上げます。

楽山市人民対外友好協会会長 鐘為済

−３−
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メダン市市長 ズルミ エルディン
It is a great honor for me to convey my special congratulation to 15th Anniversary of Ichikawa
International Association. On behalf of the people in Medan City, I would like to acknowledge
the important role of IIA in maintaining and strengthening Sister City Cooperation between our
two cities which was established since 1989.
During the years, we have done some activities of some fields as mutually agreed by our two
cities. In this regards, I sincerely appreciate those efforts extended by your esteemed
organization. In this opportunity, I have privilege to welcome any constructive effort from your city Ichikawa as to
further explore possible “people to people” cooperation which is merely provided to the benefit of the development
and people in both of our cities.
As you may know, Medan city which has been known as a important gate of Western Indonesia, now developing
into a rapidly growing city in economic and trade, tourism industries and education. The economic growth claimed
as above of the national average achievement. In this opportunity, we are humbly invite IIA active effort in order to
further promote cooperation between our two cities and related organization available in your city to take part.
From Medan city, please accept our sincere wishes of Happy 15th Anniversary of your esteemed organization and
Happy New Year 2017. May God the Almighty graces you and the people of Ichikawa City an everlasting happiness
and prosperity.
My special thanks to your uninterrupted support on the Sister City Cooperation and enhancing mutual understanding
between the people of our two nations.
Sincerely Yours,
Drs. H. Dzulmi Eldin, S, MSi
市川市国際交流協会が15周年を迎えるに際し、特別な賛辞を送られることは私の光栄の至りです。メダ
ン市民に代わり、1989年に締結された両市間の姉妹都市協力関係を維持し、強力なものにするためIIAが
果たした重要な役割に、私は感謝をいたします。
この間、われわれは二国間で互いに合意された分野で様々な活動をしてきました。これらの点で、私は
貴組織が行っている努力に心から敬服いたします。この機会に、私は両市の発展と市民の利益に寄与する
「人と人」の関係をさらに深める可能性を求める市川市の積極的な努力を歓迎します。
ご存知のように、メダン市はインドネシア西部の重要なるゲートとして知られ、今や経済と貿易で、そ
して観光産業と教育において急速に発展しています。経済成長は国の平均成長率を上回っております。こ
の機会に、我々は両市と貴市で参加可能な関係する組織の連携を、今以上に強化するIIAの積極的な取り
組みを心からお願いするものです。
メダン市より、我々は貴団体の15周年と2017年の新年を衷心よりお祝い申し上げます。あなたと市川市
民に神のご加護と永遠なる幸福と繁栄を。
あなたの姉妹都市協力関係へのとどまることない支援と両国市民の相互理解を増進していることに対し
深く感謝いたします。

ローゼンハイム市市長 ガブリエル バウアー
Sehr geehrte Mitglieder der Ichikawa Internationalen Austausch Gesellschaft,
liebe Vorsitzende Hisae Narita-san,
in diesem Jahr feiern Sie Ihr 15. Gründungsjubiläum – es ist mir Ehre und große Freude
zugleich, Ihnen im Namen Ihrer Partnerstadt Rosenheim hierzu offiziell meine Glückwünsche
aussprechen zu können.
Wir haben gemeinsam unsere freundschaftlichen Beziehungen zwischen Ichikawa und
Rosenheim und damit auch zwischen Japan und Deutschland in diesen 15 Jahren festigen und vertiefen können. Als
offiziellen Ausdruck dieser gelebten Partnerschaft konnte ich im Jahre 2015 die Verdienstauszeichnung des
japanischen Außenministers für alle im Rahmen der Städtepartnerschaft aktiven Organisationen und Personen
stellvertretend entgegennehmen.
Die Stadt Rosenheim und der Förderverein Städtepartnerschaft Ichikawa-Rosenheim e. V. gratulieren von Herzen
und wir freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit zum Wohle unserer
beiden Länder und Bürger in unseren beiden Städten
Gabriele Bauer
Oberbürgermeisterin der Stadt Rosenheim

−４−
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親愛なる市川市国際交流協会の皆様
親愛なる成田 久江会長
本年、市川市市民である皆様が国際交流協会発足15周年を祝うことについて、私はとても大きな
名誉と喜びを禁じえません。そして正式にパートナーシテイであるこのローゼンハイム市を代表し
てお祝いの言葉を述べさせていただきます。
私たちはこの15年間の市川市とローゼンハイム市とのパートナーシテイ関係だけではなく、日本
国とドイツ連邦共和国との相互の関係をも深めることが出来たと考えています。
この私達の活発なパートナーシテイ関係の交流の努力の結果、私は日本国政府から日独の相互理
解促進への功績を評価していただき、2015年に外務大臣表彰を授与されるという名誉を賜ることが
出来ました。
ローゼンハイム市と強固なパートナーシテイ関係にある市川市市民を心から祝福し、2つの都市を通
じて私達の信頼と友好的な協力をこれからも一層続けることが出来るようとても楽しみにしています。

イッシー ・ レ ・ ムリノー市市長 アンドレ サンティニ
Message pour parution dans la revue de célébration des 15 ans d’existence de l’Association
d’Echanges Internationaux d’Ichikawa
Chers amis de l’Association d’Echanges Internationaux d’Ichikawa, je vous adresse mes
chaleureuses félicitations pour vos quinze années d’existence. Elles témoignent de
l’ouverture au monde de votre ville, reliée aux autres peuples de la planète grâce,
notamment, à ses nombreux partenariats, dont celui qui vous lie à Issy-les-Moulineaux. Depuis 2009, notre
amitié n’a cessé de se développer et prend aujourd’hui la forme de réalisations achevées et de projets
ambitieux, mis en œuvre au bénéfice de nos populations. Ainsi, en mars 2016, nous avons inauguré ensemble
le « Jardin japonais d’Ichikawa » créé dans l’éco quartier du Fort d’Issy. Ce havre de zénitude et de plénitude
conçu selon les préceptes de l’art du jardin japonais ancre notre partenariat dans la durée et je m’en réjouis.
Enfin, le futur échange scolaire entre le lycée Ionesco et celui de Chiba Shôdai permettra à nos jeunes de
découvrir nos cultures et nos langues respectives et de susciter, à n’en point douter, l’émergence de nouvelles
amitiés.

市川市国際交流協会の皆様へ
15周年を心よりお喜び申し上げます。この15年間で、貴市は世界へ向けて見事に開花し、数多く
の交流都市を実現したことで、地球の多くの市民とつながりました。その一つが我々イッシー・
レ・ムリノー市です。2009年以降我々の友情はさらに深まりました。そして、これまでに両市の市
民のためのプロジェクトが数多く実現しました。今後はさらに野心的なプロジェクトが実現されて
いくでしょう。これを裏付けるのは、フォールディッシのエコ地区で2016年3月に開園した「市川庭
園」です。日本庭園の美の原理に基づいて造られた安らぎと幸せに満ちた空間は、我々のパート
ナーシップを永久のものとしました。私にとってこれは何よりの喜びです。最後になりますが、近
いうちに行われるイオネスコ高校と千葉商科大学付属高校の間の交流は間違いなく若い世代にとっ
て、お互いの言語と文化を発見し、新たな友情関係を結ぶよい機会となるでしょう。

市川庭園

10周年記念 ローゼンハイム市へ市民団

−５−
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ＩＩＡ 発足の経緯
市川市国際交流協会（以下IIA）は2001年2月に発足しましたが、それ以前の市川市の国際交流活動
はどのように行われていたのでしょうか？
都市提携の始まり
そもそも国際交流とは、自国以外の国の人々と接し、文化、経済、教育、スポーツ、芸術等の分野
で相互理解と友好親善を深め、国際親善のみならず世界の平和と繁栄に寄与するものと言われていま
す。その意味で、外国の自治体（州、県、市、町村など）との提携、いわゆる都市提携が国際交流の
原点と言えます。日本では、1955年に長崎市がアメリカのミネソタ州セントポール市と姉妹都市提携
したのが最初です。これ以降、運動は急速に広まり、日本全国の自治体に都市提携が広まって行きま
した。千葉県では、館山市が1958年にアメリカのワシントン州ベリンハム市と姉妹都市提携したのが
最初です。その4年後に市川市は同じくアメリカ、カリフォルニア州のガーデナ市と姉妹都市提携
し、その後1981年に中国、楽山市と友好都市提携、1989年にインドネシア、メダン市と姉妹都市提
携、2004年にドイツ、ローゼンハイム市と、2012年にフランス、イッシー・レ・ムリノー市とそれぞ
れパートナー・シテイ提携を結びました。5つの都市と提携している市川市は、千葉県内でも千葉
市、成田市に次ぐ都市提携が盛んな自治体と言えます。
市川市の都市提携は、このようにガーデナ市との姉妹都市提携を契機に始まりましたが、その活動
の母体は「姉妹都市・友好都市協会」でした。活動内容は、両市の公式代表団の相互訪問、市民親善
団の相互訪問、青少年団の相互派遣、スポーツ団体の派遣・受け入れ、農業技術研修者の受け入れ
(楽山市から)など多岐にわたっており、今日のIIAの基本的な交流事業につながっています。その中
には、「ガーデナアベニュー」と「カリフォルニアロード」の道路標識がガーデナ市から行徳地区に
寄贈されたこと（1987年、表紙写真）、楽山市から「レッサーパンダ」のオス、メス2頭が贈られた
こと（1986年、表紙写真）、メダン市から「オランウータン」のオス、メス2頭が贈られたこと
（1992年、表紙写真）などがあり、今日でも市川市民の楽しみとなっています。
在住外国人との交流
一方で20年前、市川市には約30の在住外国人のための国際交流グループが存在していました。市川
少年文化推進会議、行徳ペンフレンドクラブ、気軽な国際交流の会、バディーズ、IVIS（市川ボラン
ティア通訳の会)、日本語を教える多くのボランティアグループなどです。1997年、国際交流グルー
プの窓口として「Wingいちかわ」（市川市国際交流連絡協議会）が国際交流課の協力の下、設立され
ました。4つの事業グループ（以下Ｇ）、ホームステイホームビジットＧ、日本語ボランティアＧ、
通訳・翻訳ボランティアＧ、異文化交流ＧとそれぞれのＧからの役員会と広報委員会、また既存の団
体単位で参加する団体交流会から成り立っていました。
Wingいちかわの目的は外国人と相互理解を深め、「共に生きる」開かれた地域社会づくりを目指
し、地域で活動する個人や団体のネットワーク化を図り、協力連帯して地域に根差した国際交流、協
力活動を行うことでした。これは現在のいちかわ国際交流部会の原点であり、ネットワークができた
ことで国際交流シンポジウムやスポーツフェスティバルなど活動がさらに活発になり、メンバー一丸
となって共通の目標に向かい情熱的に活動していました。
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ＩＩＡの発足
「姉妹都市・友好都市協会」と「Wingいちかわ」は、このように別々に活動をしており、性質も成
り立ちも違う二つの団体でした。そのような時、市から国際交流協会設立の話が出て、Wingいちかわ
と姉妹都市協会から計8人の設立委員が選出され、協議検討を開始しました。二つの団体を一本化す
るにあたり互いの主張がなかなか折り合わず、一本化に反対する意見もありましたが、数年の地道な
議論を経て、グローバリゼーションが進む世界で、より進化した国際交流は何かという基本に立ち戻
り、国際交流という大きな傘のもと、都市交流に携わる市民と在住外国人交流に携わる市民が一緒に
なり、意見交換しながら事業を進めていくことが、今後の国際交流のあり方だと意見がまとまり、
2001年に両者が合体して、市川市国際交流協会が発足しました。
これにより、一つの運営組織として国際交流事業を行うことが出来る体制ができあがったのです。
このことは、市としても、行政の中での国際交流事業の明確化、事業運営の効率化に有効であるばか
りでなく、国際交流活動が活発な市川市のイメージをアピールすることに大きな力となったのです。

ガーデナ市と姉妹都市締結調印式

市川市国際交流シンポジウム（Wingいちかわ）

楽山市と友好都市締結調印式

世界の踊り（Wingいちかわ）

メダン市と姉妹都市締結調印式

外国人との交流（Wingいちかわ）
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各委員会の紹介
ガーデナ市委員会（Gardena City Committee）
ロータリークラブの姉妹縁組を契機に両市の交流が始ま
り、ともに大都市に隣接した都市であること、ガーデナ市
では日系市民が20％をしめていることから姉妹都市提携を
結ぶことを決定し、1962年11月6日、正式に姉妹都市提携
を締結しました。その後の活動は市川市ガーデナ市姉妹都
市協会を中心に展開され、2001年のIIA設立で今日のガー
デナ市委員会となりました。目的は、ガーデナ市との友好
親善の推進はもとより、地域に根ざした国際交流活動を展
開することにより、市民の国際化意識を高め、在住外国人
と共に世界に開かれた地域づくりに寄与することにあります。
上記の目的を達成するため①青少年の派遣と受け入れ②市民親善代表団の交流③会員の交流会④
講演会の開催⑤各種イベントへの参加の5つの事業を中心に活動しています。

楽山市委員会（Leshan City Committee）
日本に留学し、市川市で亡命生活を送った郭沫若氏との
縁で、その生れた街、中国四川省楽山市と1981年友好都市
提携が結ばれ、両市の間の民間の様々な交流活動が始まり
ました。
活動内容は①両市の青少年による夏休みの短期ホームス
テイを通じての若い世代の交流を図る②両市の公式代表
団、市民による友好親善訪問団の相互訪問による交流。特
に2016年は友好都市締結35周年にあたり、市川市民による
親善訪問団は熱い歓迎を受けました③市川在住の中国人、
中国人留学生とともに、大学のイベント参加や中華街見学会④書画の展覧会や音楽演劇鑑賞、講演
会の開催、中国語教室などを通じて、中国への理解、中国文化への理解を幅広く深めています。

メダン市委員会（Medan City Committee）
戦後、元市川市長高橋國雄氏が、インドネシアでの
派兵先で世話になったメダン市との交流を始めまし
た。27年前のことです。元市長の思想の中心はKe hati
dari hati(Person to Person)でした。氏の思いを受け継
ぎ、お互いの国の歴史、文化、風俗などを理解し、メダ
ン市のみならずインドネシア国との友好関係を深めて行
くことを委員会の目標としています。
活動内容は①公式団・市民団相互派遣②青少年相互派
遣③市川市インドネシア人会との交流（防災意識の向
上、茶会、インドネシアの菓子と料理を学ぶ会）④災害支援事業（インド洋大津波被災者救援募金
実施など）⑤インドネシアを知るためのイベント（ハリラヤ料理試食会、バリダンス観賞会、東京
インドネシア人学校見学会、インドネシアに関する講演会）
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ローゼンハイム市委員会（Rosenheim City Committee）
市川市がヨーロッパ圏で最初のパートナーシテイ提携を
結んだローゼンハイム市。歴史、文化に恵まれたこの土地
との交流も十数年、年々交流も深まり最近は個人での来訪
も多くなりつつあります。委員会では日本文化に少しでも
触れてもらうため、和服生地を使ったアクセサリーなどの
土産つくりを一緒に経験して貰いました。2015年7月に
は、「日独修好150周年」記念式典が佐倉市の国立歴史民
俗博物館にて開催され、参加しました。
委員会活動としてはドイツ語講座を中心に出来るだけ多
くの会員が参加できる様にローゼンハイム市に因んだバラのきれいな公園などの見学を行います。

イッシー ・ レ ・ ムリノー市委員会（lssy-Les-Moulineaux City Committee）
市川市とフランス、イッシー・レ・ムリノー市は2012年
10月にパートナーシテイ提携を結び、ICT施策、花と緑の
街施策、文化・芸術分野における自治体間交流、青少年並
びに市民交流を推進し、両市市民が相互交流を深めること
が約束されました。
この提携に従い、市民レベルでの交流、親善を主体にし
た訪問、青少年親善団の交流、市の文化交流等、パートナ
ーシテイの市民交流の在り方を模索しながら、無理のない
交流を進め、互いの文化歴史を理解し尊重し、両市の友好
関係の発展に寄与できるような事業を推進してゆきます。
活動は①フランス語講座②フランス料理講座③留学生や親善訪問団との交流④文化理解の為の諸
活動を行っています。

ホームステイ ・ ビジット委員会（Home Stay, Visit Committee）
ホームステイでは、来日した青少年を日本の家庭に迎
えて生活を共にし、家族の一員として一緒に時を過ごす
ことによって、普段着の日本人に出会える事を大切にし
ています。また、受け入れ家族は、青少年を通して異文
化を体験することができます。
ホームビジットとは、日本人家庭へ日帰りで訪問して
もらい、気軽に数時間ティータイムを楽しく過ごしま
す。海外の方には、日本人の家庭を垣間見る良い機会と
なります。
主な活動は①ホストファミリーの方々の体験談を聞き、意見交換を主とした勉強会の推進②受入
れ国の料理講習会、茶講習会③土産として使える日本文化工芸講習会（七宝焼き、江戸摘み工芸、
折り紙など）④日本文化紹介として着物着付け講習会

−９−

15

Years of IIA

日本語教室委員会（Japanese Language Committee）
地域の外国人の方が日本での生活上、言葉で不便がないよ
うに日本語習得の手伝いをし、更に日本の文化･習慣などを
知ってもらい、日本での生活が有意義で思い出深くなるよう
に活動しています。現在、市内には19の日本語を教える教室
があり、生徒数は約300人、常時100人以上のボランティアが
教室を支えています。それぞれの教室は独自に運営され、ボ
ランティアの創意･工夫により特長ある教室となっていま
す。本委員会では過去、日本語ボランティア養成3ヶ月コー
スを4回実施し100人強の人材を輩出、子供向けの養成講座も2コース実施しました。最近は外国人の義
務教育待機児童に対する日本語学習支援も行っています。

通訳 ・ 翻訳委員会（lnterpretation＆Translation Committee）
市内に住む多くの外国人にとって住みやすい街となるよう
支援することを目的とし、公共機関からの依頼により、会員
がボランティアで通訳並びに翻訳を行っています。また、現
在市川市は海外5都市と提携関係にあり、これらの都市から
の訪問者との通訳、並びに交換文書等の翻訳をボランティア
で行っています。
この活動は英語、中国語をはじめとし2015年度の実績では
10ヵ国の言語に対応して行っています。活動の具体例は、通
訳（市への来訪外国人との面談、保健センターでの外国人の健康診査立会い、小学校、保育園での外国
人保護者との面談等）、翻訳（市川市の施設案内、ごみ分別収集パンフレット、提携都市との交換文書）
などです。

異文化交流委員会（Cross Cultura1 Exchange Committee）
言語も文化も多様な在住外国人は、日本の生活を知り、
安心して暮らしたい、そして日本の四季折々の文化、風土を
知りたいと願っています。同時に、母国の文化を日本人に伝
え理解して欲しいとも願っています。この双方向の「多文化
共生」を実践するための生活、文化に密着したイベントを企
画、実施し、草の根の国際交流をしてゆきます。
活動内容は①バスツアー（在住外国人が日本の歴史、文
化を学ぶ）②定例交流会（料理、音楽、スポーツなどを紹介
し、相互理解を図る）③国際理解教室（小中学校からの依頼により会員が自国文化を生徒に教え、国際
人育成の一助とする）④防災意識の向上（災害時に外国人が災害弱者にならないための防災啓蒙活動）

外国人委員会（Foreign Residents Committee）
在住外国人が日本の社会にとけこみ、言語・文化の壁を乗
り越え、快適な生活を送れるよう支援活動をします。そのた
め、外国人中心のメンバーで委員会を運営し、会員相互のネ
ットワークの充実・拡大、情報交換により自由に交流できる
場を作ります。他の委員会とも連携、協力し、外国人の対象
を広げます。同時に自国文化を理解してもらえるような活動
を展開し、日本人コミュニティーと融合し、相互理解に努め
ます。
活動は①日本語が不自由な子供への学校での教育サポート②日本の生活に役立つ情報提供・交換③多
くの機会をとらえて自国文化を紹介④小・中学校での国際理解教室⑤文化・料理紹介イベントの開催⑥
IIA主催事業への協力
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広報委員会（Public Relations Committee）
IIAの理念、活動を会員によりよく理解してもらうため、
頻繁に詳細な広報活動を行い、活動に活発な会員には活動の
ふりかえりと改善のために、活動機会が少ない会員には活動
紹介と参加への動機付けのために、情報をタイムリーに提供
します。
活動内容は各委員会選出の広報委員により、毎月開催の委
員会で、会報に掲載する記事を決定し、編集、印刷、発行作
業を行います。同時にホームページ(以下HP)を毎月更新し数
ヵ月先までのイベント情報を掲載し、会員が時間、場所などを必要に応じて見ることで参加しやすくし
ます。会報、HPとも企画から発行、更新までをすべて自前で行います。IT化にも取り組み、編集ソフト
の導入、共有フォルダーによる編集作業の共有などで効率化を図っています。

青年部会（Youth Division）
2010年に発足し、学生会と青年会で構成されています。学
生会は、海外提携都市に市川市青少年代表団として訪問した
ことのあるOB・OGを中心とした大学生と高校生のグループ。
青年会は、学生会のメンバーが社会人となった青年グループ
です。学生会は、来日する青少年代表団の受け入れ、市川か
らの派遣生への助言、市民まつりへの参加などを行っていま
す。青年会は、社会人となって、活動する時間が取れないこ
とが多いのですが、学生会へのアドバイス、情報交換などを行っています。今後は、海外生活の経験を次
世代に伝えていくこと、市内の留学生との交流によりネットワークを広げていきたいと考えています。

協力団体

バディーズ（Buddies）

1992年6月、当時60歳だった野原綾子さんが公園やスーパ
ーで小さな子を連れた外国人がなんとなく寂しそうにしてい
る姿を見て、当時そうした方々が集まれる場所がない事を知
り数人の仲間と立ち上げたのが「バディーズ」です。
はじめは日本食を教える会からスタートし、その後お茶や
着付けなど日本の文化も体験できるようにしました。まもな
く25周年を迎える現在は、外国人メンバーが母国の料理やダンスなどを教えてくれたりと、お互いの国
の文化や伝統をみんなで分かち合っています。活動中は色々な国の言葉が飛び交いそれが当たり前の心
地よい空間で、ほぼ毎月第1・3金曜日、お茶と着付けは第2水曜日に活動しています。興味のある方は
いつでも見学に来てください。お待ちしています。

協力団体

IVIS（Ichikawa Volunteer lnterpretersʼ Society ： 市川ボランティア通訳の会）

英語によるボランティア通訳により外国人への生活に必要
な援助及び国際理解、国際交流活動の推進。
活動は①第2、3、4水曜日及び第1、3土曜日の定例会を通
じて英語のレベルアップを図るため外国人ゲストを招き国際
交流・理解を深める②市川市より受託の外国人相談窓口業務
の実施（市川市役所、及び行徳支所内にて）③IIAの協力団
体として要請に応じてその活動に協力する（インターナショ
ナルデイ参加など）④一般市民に参加可能な英語公開講座を
年1回実施⑤バスツアーの実施（外国人を招きメンバーとの国際交流を図りながら通訳練習）年1回実施
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ＩＩＡ １５年のあゆみ
2001 〜 2002
２００１年
２月：市川市国際交流協会（ＩＩＡ）設立（３日） （写真１）
５月：中国楽山市との友好都市締結２０周年記念 市民団訪問
記念事業の一環として楽山市での学校建設に寄与 （写真２）
１０月：中国楽山市から
友好都市締結２０周年記念公式親善代表団が来市 （写真３）
１０月：「スポーツフェスティバル」開催 （写真４）

１

１１月：ＩＩＡ設立記念「インターナショナルデイ ２００１」開催
１１月：ＩＩＡ設立記念講演会開催
中東調査会、水口章氏による「米国同時多発テロと国際社会」
２００２年
４月：外国人委員会設立を決定
５月：米国ガーデナ市との姉妹都市締結４０周年記念公式団、市民団訪問
ガーデナ市にて桜の木の記念植樹 （写真５）

２

６月：メダン市公式団が来市 （写真６）
７月：メダン市より青少年代表団受入
７月：楽山市へ青少年代表団派遣
８月：楽山市へ公式団、市民団訪問
９月：「インターナショナル運動会
（ニュージーランド派遣学生会共催）」開催 （写真７）
１０月：国連難民高等弁務官（ＵＮＨＣＲ）
日本・韓国地域事務所、副代表浅羽俊一郎氏らによる
難民問題講演会開催
１０月：楽山市友好代表団来市
１１月：ガーデナ市との姉妹都市締結４０周年記念式典開催

３

テラウチ市長夫妻ら公式訪問団が来市 （写真８）
１１月：「インターナショナルデイ ２００２」開催
１２月：難民支援募金 （写真Ｐ２４）

４
６

５

７
−１２−
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2003 〜 2004
２００３年
１月：日本科学未来館館長、毛利衛氏による講演会開催 （写真１）
８月：クラシック＆トークコンサート「ウィーンの薫り」開催 （写真２）
８月：メダン市との姉妹都市締結１５周年記念、市民団訪問
１０月：楽山市へ公式団、市民親善訪問団派遣

１

１１月：「インターナショナルデイ２００３」開催 （写真３）
１２月：メダン市から公式訪問団が来市（写真４）
１２月：難民救済募金活動での募金をＵＮＨＣＲ浅羽代表に手渡し
２００４年
１月：楽山市より青少年代表団受入
１月：１５周年記念市民親善団メダン市訪問 （写真Ｐ２４）
１月：「ラテン・パーティー」開催 （写真Ｐ２４）

２

７月：メダン市より青少年代表団受入
７月：ドイツ、バイエルン州ローゼンハイム市と「パートナーシテイ」締結
「ローゼンハイム市委員会」設立
ローゼンハイム市への市民団訪問、同市にて日本文化を紹介する
「日本展」開催 （写真５）
８月：楽山市へ青少年代表団派遣
８月：ガーデナ市より青少年代表団受入
８月：ＩＩＡ事務局移転（福祉公社２階へ）
９月：日本語ボランティア養成講座開催（〜１２月）

３

９月：郭抹若記念館落成記念式典 （写真６）
１０月：「小学生のための国際理解パーティー」開催 （写真７）
１１月：楽山市へ公式団、市民親善訪問団派遣
１１月：ローゼンハイム市公式団、来市。パートナーシテイ締結記念、
ドイツフェスティバルを開催 （写真８）

４

７

５

６
−１３−
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2005 〜 2006
２００５年
１月：インド洋大津波募金活動
３月：津波義援金の手交のため２度メダン市を訪問
４月：バディーズとＩＶＩＳが協力団体としてＩＩＡに参加
７月：メダン市へ青少年代表団派遣
８月：ガーデナ市へ青少年代表団派遣
８月：楽山市より青少年代表団受入

１

８月：ローゼンハイム市へ市民団訪問、同市にて第２回「日本展」開催（写真１）
９月：「フィリピンデイ」開催
１０月：「インターナショナルデイ２００５」開催 （写真２）
２００６年
１月：「新春ラテン・パーティー」開催
３月：提携４都市の児童絵画展開催
５月：メダン市へ友好親善代表団訪問
６月：楽山市との友好都市締結２５周年記念、市民団訪問 （写真３）
７月：メダン市より青少年代表団受入

２

８月：ガーデナ市より青少年代表団受入
８月：ローゼンハイム市へ市民団訪問。収穫祭パレードに参加 （写真４）
９月：外国人委員会羽田空港見学 （写真５）
１０月：楽山市友好都市締結２５周年記念イベント開催 （写真６）
１０月：「インターナショナルデイ２００６」開催

４

３

５

６

−１４−
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2007 〜 2008
２００７年
２月：ローゼンハイム市市民親善使節団を迎えて、
ドイツデイを開催
３月：メダン市より公式団受入
４月：ＩＩＡ事務局移転（八幡市民談話室へ）
７月：ガーデナ市との姉妹都市締結４５周年記念公式団、
市民団訪問（写真１）
７月：ガーデナ市へ青少年代表団派遣
８月：楽山市より青少年代表団受入

１

８月：メダン市へ青少年代表団派遣
８月：「ウィーンの薫り'０７」トークコンサート開催 （写真２）
８月：ライプツィヒ大学生研修のためのホームステイ受入
１０月：楽山市公式代表団 来市
１０月：「インターナショナルデイ２００７」開催
１１月：ガーデナ市との姉妹都市締結４５周年記念事業開催
ガーデナ市親善代表団が来市 （写真３）
２００８年

２

６月 ： 四川省大地震募金活動、 楽山市へ義援金を寄付 （写真４）
６月 ： 講演会 「Ｖｉｖａ！メキシコ ! 遠い国、 近い友人」
ＪＩＣＡシニア海外ボランティア、 田辺光宏氏 （写真５）
７月 ： メダン市より青少年代表団受入
１０月 ： 市川市で第３回健康都市連合国際大会開催
「インターナショナルデイ２００８」 を同時開催 （写真６.７）

３

４

５

６

７

−１５−
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2009 〜 2010
２００９年
４月：ローゼンハイム市公式親善訪問団来市
４月：総会にて外国人会員設定を承認
６月：海外都市交流部会によるインドネシア、中国、ドイツ大使館訪問（写真１）
８月：楽山市青少年代表団受入 （写真Ｐ２４）
８月：千葉商科大におけるアジア学生交流会議参加学生のホームステイ受入
８月：ドイツ大学生の研修のためのホームステイ受入
８月：「サバイバル日本語教室」開催 （写真２）
９月： 楽山市文化交流団の来市と楽山歌舞劇団公演への協力 （写真３）
１０月：メダン市での消防車贈呈式に有志参加 （写真４）
１１月：「ドイツフェスティバル」の開催
１１月：「市民まつり」への参加
２０１０年
１月：「世界のカレンダー展」開催 （写真５）

１

３月：新入会員向けのオリエンテーション「ようこそＩＩＡへ！」を開催
３月：楽山市青少年代表団受入
３月：習志野市国際交流協会訪問
５月：ローゼンハイム市主催の「ジャパンデイ・ガーデンショー」に
市川市市民親善団が参加 （写真６）
５月：会報を広報委員会自前で作成開始 （写真７）
６月：張成慶駐日中国大使館参事官講演会:揚琴の演奏
６月：「２１世紀東アジア青少年大交流計画」
香港高校生訪日団第２陣ホームステイ受入
８月：楽山市へ市川市青少年代表団を派遣
８月：ガーデナ市、メダン市より派遣青少年を同時受入

２

８月：「サバイバル日本語教室２０１０」を開催
８月：市川市防災訓練「防災ひろば」に参加
９月：「２１世紀東アジア青少年大交流計画」
中国高校生訪日団第３陣ホームステイ受入 （写真Ｐ２４）
１０月：第１回「千葉県西部地区国際交流協会連絡協議会」開催（会場船橋市）
１１月：「市民まつり」参加。楽山市より友好青年代表団 来市

３

６

４

５
−１６−

７
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2011 〜 2012
２０１１年
１月：濱田雄二在メダン日本国総領事との意見交換会
３月：１１日 東日本大震災
５月：東日本大震災募金活動
６月：世界の料理教室開催 （写真１）
７月：ガーデナ市へ市川市青少年代表団派遣
７月：楽山市へ友好都市３０周年記念市民親善訪問団が公式団とともに訪問
９月：「２１世紀東アジア青少年大交流計画」 高校生ホームステイ受入

１

９月：日独交流１５０周年記念 「いちかわドイツデイ２０１１」参加 （写真２）
１０月：「サバイバル日本語教室 ２０１１」行徳地区、市川地区に分かれて開催
１０月：「第２回千葉県国際交流協会連絡協議会」市川市開催
１０月：韓国大使館訪問
１０月：「市民まつり」参加。防災公園に「ローゼンハイム広場」を設置、
記念碑除幕式 （写真３）
１１月：「インターナショナルデイ２０１１」を開催
１２月：楽山市より友好代表団 来市
２０１２年

２

１月：モンゴル国訪問団 来市
２月：館山市国際交流協会訪問
３月：行政通訳・翻訳スキルアップ研修を開催
３月：中国大使館に汪大使夫人を訪問
５月：「２１世紀東アジア青少年大交流計画」大学生ホームステイ受入
７月：楽山市より友好交流団 来市
７月：ガーデナ市姉妹都市締結５０周年記念公式団、市民団訪問
７月：楽山市より青少年代表団受入
８月：ローゼンハイム市公式団、市民団 来市（ドイツデイに参加）
８月：「いちかわドイツデイ ２０１２」参加
（ニッケコルトンプラザなど周辺施設） （写真４）

３

８月：メダン市より青少年代表団受入
８月：「サバイバル日本語教室 ２０１２」開催
９月：「９都県市合同防災訓練」参加
９月：日本語ボランティア養成講座開講(〜１２月） （写真５）
１０月：「第３回千葉県国際交流協会連絡協議会」開催（会場習志野市）
１１月：ガーデナ市姉妹都市締結５０周年記念公式団,市民訪問団来市
（写真６）

４

５

６

−１７−
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2013 〜 2014
２０１３年
２月：越谷市国際交流協会との意見交換会 （写真１）
４月：中国・四川大地震災害への募金
５月：「新入会員の集い」（会場市民会館第２会議室）

１

６月：「２１世紀東アジア青少年大交流計画」台湾学生ホームステイ受入
７月：千葉商科大学留学生との交流（餃子パーティーに参加）
７月：イッシー・レ・ムリノー市公式団・市民団来市 （写真２）
８月：ガーデナ市より青少年代表団の受入
８月：市川市青少年代表団のメダン市派遣
８月：「サバイバル日本語教室 ２０１３」開催
８月：在メダン総領事館との意見交換会
９月：ホームページを一新。以後広報委員会にて毎月更新 （写真３）
１０月：「いちかわドイツデイ２０１３」に参加。（写真Ｐ２４）

２

１０月：松戸で「大バーベキュー大会」外国人５０人を含む総勢８０人参加 （写真４）
１０月：「インターナショナルデイ２０１３」開催
１０月：楽山市大仏１３００年祭訪問団派遣
１１月：「市民まつり」参加
１１月：「第４回千葉県国際交流協会連絡協議会」開催（会場浦安市）
１２月：ＪＩＣＡとフランス大使館訪問
１２月：外国人・日本人のための防災セミナー開催
２０１４年

３

１月：フィリピン台風災害への募金
１月：インドネシア大使館、インドネシア人日本学校訪問
３月：「２１世紀東アジア青少年大交流計画」インドネシア学生ホームステイ受入
５月：講演会「ドイツ文化を学ぶ」
５月：メダン市公式団・市民団来市
７月：市川市青少年代表団のガーデナ市派遣 （写真５）
７月：パートナーシテイ締結１０周年記念ローゼンハイム市へ市民団派遣（写真Ｐ５）
８月：楽山市より青少年代表団受入

４

８月：インターンシップ実習生受入
８月：「サバイバル日本語教室 ２０１４」開催
９月：「八幡街回遊展・回遊展in八幡」参加
９月：「いちかわドイツデイ２０１４」参加
１０月：「インターナショナルデイ２０１４」開催 （写真６）
１０月：メダン市へ姉妹都市締結２５周年記念市民団派遣 （写真７）
１０月：イッシー・レ・ムリノー市視察団派遣
１１月：「市民まつり」参加

５

１２月：「２１世紀東アジア青少年大交流計画」フィリピン学生ホームステイ受入

６

−１８−

７

15

Years of IIA
2015 〜 2016
２０１５年
１月：「第５回千葉県国際交流協会連絡協議会」開催（八千代市）
６月：外国人委員会第1回茶話会 （写真１）
６月：千葉商科大学共催講演会「武器をアートに」参加
６月：「ネパール大地震救済チャリティーカレー」開催 （写真２）
７月：「日独修好１５０周年記念行事」参加
７月：メダン市より青少年代表団受入

１

８月：「サバイバル日本語教室２０１５」開催
９月：「回遊展in八幡」参加 （写真３）
１０月：「いちかわドイツデイ２０１５」参加
１０月：楽山市代表団来市
１１月：ローゼンハイム市公式団来市
１１月：「市民まつり」参加
２０１６年
１月：「インターナショナルデイ２０１６」
(ニューイヤーフェスタ：世界のお正月）開催 （写真４．５．６.７）
１月：「第６回千葉県国際交流協会連絡協議会」開催（四街道市）

２

２月：「春節と世界のお正月」開催 （写真８）
３月：「防災シンポジウム」とバスツアー
３月：イッシー・レ・ムリノー市日本庭園竣工式へ参加 （写真Ｐ５）

３
６

４
７

５

８

−１９−
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ＩＩＡ の将来に向けて
副会長 永長 剛
自発的に、気楽に参加したくなるよ
うな行事運営をし、知恵を出し合い外
国人が住みやすい市川になるような
国際交流を目指します。
副会長 井上 冨美子
ＩＩＡの国際交流において、青年部
会の活躍はなくてはならないもので
す。それは、海外提携都市からの来
市の際の同行に限らず、他大学の留
学生との交流、市民祭りの出店、ドイツデイ開催の資料
配布や販売の呼び込み、アピール、海外都市への派遣
生のオリエンテーションでの協力など沢山の面で活躍を
期待しています。
監事 春名 英徳
将来の課題は、青少年相互交流時
のホームステイですが、市川市の規
模でもホストファミリーの確保が難しく
なっています。人口６万人のガーデナ
市の場合、日系市民も少なくなり、市川市以上に受入
に苦労しています。青少年交流という意義のある交流事
業を永続させるためにも、ホームステイだけでなく公的
施設（市川の青少年村、他協会では大学の寮など）を
併用するなどの検討が必要と思います。
監事 中村 祐次
ＩＩＡと行政が緊密に連携して、在住
外国人支援、都市交流の目的を明確
にし、それらにあった施策を予算の割り
当てを含め、的確に実行してゆくこと
が肝要である。
ガーデナ市委員会
委員長 山本 怜
ＩＩＡの発展のために感じることは、
①会員活動の活性化、そのために新
入会員の活動参加を促す組織として
の役割を果たすこと、個々の会員がその能力を生かせ
る、やりがいのある事業をめざすこと②事業運営計画、
予算・決算、会計システム、会員規則などのインフラを
点検して必要な改訂を行うことにより強い組織となること
です。基本理念である「市民の国際化意識の高揚、在
住外国人と共に世界に開かれた地域づくりに寄与」をさ
らに進めることのできる体制を作り上げることが必要と考
えます。

楽山市委員会
委員長 逸見 総一郎
あらゆる国の外国人と交流したり、
市川に住んでいる外国人の何かの役
に立ちたいと入会した。市川市国際交
流協会の活動とは何をするのか、何を目標とするのか、
などの基本的ミッションができていないように感じる。会
員同士で話をする、少なくとも役員の間ではベクトルを
先ず合わせるために話し合う必要があると思う。これま
での実績を基に、今の時代に求められる方向性を話し
合ったうえで、事業計画と予算をきちんと作る必要があ
るだろう。体制作りが一番の課題だと思う。
メダン市委員会
委員長代行 遠藤 義明
姉妹都市との交流に留まらず、友
好都市を通してその国の国土、自然、
文化、歴史、経済、教育、スポーツ、
芸術などを相互に理解し、友好的な関係を築くことが、
多様化した社会に生きる市川市民に求められつつありま
す。在住外国人との相互理解を深め、多文化共生の地
域社会を目指すことに、市川市国際交流協会が果たす
役割は、保護主義的な傾向が増す世界の中で意義の
あるものになってきます。
ローゼンハイム市委員会
委員長 後関 正
特に委員会としては、ドイツについ
ての文化、歴史を学ぶ講演会、勉強
会を活発にし、お互いの国の理解に役
立てたい。そしてドイツ語講座で学んだドイツ語を使い、
在住の外国人をドイツデイに招待し、あるいはドイツから
来市する皆さんにもそのドイツ語でコミュニケーションを
はかれたら、どんなにか身近な国際交流が実現するか、
そんな将来ができればとても楽しみです。
イッシー・レ・ムリノー市委員会
委員長 野澤 順治
協会の行事や運営は増えても減っ
ていくことは無いと思います。これから
は見直しと、精選をしていくべきと思い
ます。それには多くの会員にＩＩＡの趣旨をもっと理解して
もらい、参加しながら運営にもかかわってもらうことが大
切と思います。
私たちは発足時の精神をいつも念頭に置き、海外の
人々との交流、都市との交流、市内・国内の在留外国
人との交流を通して互いを理解し合い、これを市民に広
げ、市川市が「国際的に開かれた市、理解のある市」と
して国内外へと評価されていくことを目指したいと思い
ます。

−２０−
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通訳・翻訳委員会
委員長 大内 圭二
国際化の進展に伴い、今後も在住
外国人の数は増加すると考えられる。
地域の中で市民が外国人と気軽にコ
ミュニケーションが出来るよう、協会が地域の中に入り
地域と協力し、誰でもが住みやすい街を理想とし活動
する事を望んでいる。
異文化交流委員会
委員長 村井 美和
最初にイメージした国際交流協会
の姿は、外国人や日本人の集えるサ
ロンのような場所。ドアを開けると、日
本語と英語が飛び交う楽しい会話、珍しいお茶の匂い、
エスニックな音楽。いつも誰かがいて、笑顔が見られる
広場のような場所。
笑顔もあるけれど困りごとの相談も。災害の不安、教
育の問題等、日本での生活に戸惑う外国人の問題に私
たちはしっかり対応できているでしょうか。道は程遠い気
がします。まだまだです。でも、せめて楽しい場所、安心
できる憩いの場所、外国人も日本人も共有できる暖か
な場所を作れるよう明日も活動を続けます。
外国人委員会
委員長 田中 ローラ アイアン
将来的にも、ほかの委員会、市役
所機関と連携、協力し、自由に活動・
飲食できる場を設け、外国人たちの生
活に役立つ情報をたくさん届けられる活動を行い、自由
に活躍できる会員を増やし、自分たちだけが楽しむだけ
でなく、私たちの活動が少しでも社会に貢献できる、そ
のようなグループを目指します。
日本語教室委員会
委員長 鍋山 重康
世界各地の政治や経済の不安から
比較的安定している日本を目指す外
国人の数が増加傾向にあり、市川市
も首都に隣接していることもあり、多くの外国人の居住
者を見かけるようになりました。これらの多くは家族帯同
者が多く、市川市民として生活に必要なルールやマ
ナー、それに災害に備えた緊急時の対応策等を含めた
日本語教育を実施し、安全に共生できる市川市民とし
てのボランティア活動の実施が求められています。

青年部会 青年会
代表 神林 萌
学生たちが一生懸命計画を立てる
姿や、受入れ中の笑顔の写真を見る
と、自主的に活動する姿勢が受け継
がれていることがとても嬉しく、奇跡のように感じていま
す。青年部は各々の仕事や生活に忙しい毎日を送って
いますが、姉妹都市派遣やその後の活動があったから
こそ、今でも協会の方々と集まり交流することができてい
ます。仕事、家庭、転勤など変化の多い年代ですが、
今後もそれぞれが可能な形で活動し、国際交流に携
わっていきたいです。
広報委員会
委員長 篠原 剛
会報はカラー化を推し進め、ＨＰは
災害時にも情報発信ができるような
体制を作れるようにと考えています。
また双方向機能を充実させ、会員が知りたいことをオン
ライン上で応えられるようにしたいと思います。
会報、ＨＰに共通した事項として、多言語をもっと取り
入れ、外国人会員が気軽に記事に親しめ、ＩＩＡの活動
をよく理解してもらい、積極的に活動に参加でき、市川
での生活が快適になるようになれればと願っています。
協力団体
ＩＶＩＳ（市川ボランティア通訳の会）
会長 飯田 暁子
これからの課題としてはメンバーの
高齢化でしょうか。男性の退職年齢
の引き上げと、女性の社会参加の増加で今までのよう
な子育て中や専業の主婦の参加が期待出来なくなるこ
とが予想されることによります。ただ確実にメンバーの英
語力は上がってくることは期待されます。
協力団体
バディーズ（Ｂｕｄｄｉｅｓ）
会長 山本 純子
バディーズが一番大切にしている
のは、いつもそこに変わらずに在ること
です。時が流れ、私たちのグループは支援という形か
ら、現在は母国語で気兼ねなく話せる場所、また互いの
国の料理やダンスなど異った文化を共有できる場所と
なっています。今後も国は違っても、同じ主婦同士ほっ
と息のつける場所、小さな悩みを相談できる場所、いつ
も誰かが笑顔で待っている場所であり続けたいと思って
います。
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資料 ・ 統計
市川市総人口および在住外国人数 ２００１年〜２０１６年 ※全て９月３０日時点のデータ
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ＩＩＡ歴代役員一覧および会員数の推移

広報

ＩＶＩＳ
（市川ボランティア
通訳の会）

ＩＶＩＳ
（市川ボランティア
通訳の会）

３

（写真１）

（写真２）

2017.3 移転予定

１

八幡2丁目 第一藤ビル2階 （写真３）
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２００２年１２月 難民支援募金活動

２００９年８月 楽山青少年代表団 受入

２００４年１月 １５周年市民団メダン市訪問

２０１０年９月 中国高校生訪日団第３陣ホームステイ受入

２００４年１月 ラテンパ−ティー

２０１３年１０月 ドイツデイ参加

２００８年６月 退任する初代事務局長を囲んで
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