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いちかわドイツデイ おまちどおさま！
8/4(土)、5(日)にニッケ・コル

がおいしいパンをかじり、

トンプラザでドイツデイが開催さ

ドイツのバイエルンの人に

れます。今年は市川市のパートナ

なった気分を味わって、質

ーシティーである、ドイツバイエル

実剛健、愛国心に満ちた市

ン州のローゼンハイム市から、バウワー市長以下 20

川人になってみてはいかがですか。今年はおまけに、

数名が来訪予定です。現地楽団グループも来られる

今回来市が予定されているブラスバンド「ブラスカ

予定なので、ロ市は淋しくなってしまうのではない

ペレ・アム・ヴァッスン・ローゼンハイム」は会場

でしょうか。2004 年に両市がパートナーシティー締

でドイツ音楽の数々を生演奏してくれます。お楽し

結後、お互いに中学生のホームステイプログラムや

みに。

文化芸術の交流を重ねてきました。

映画の好きな方には、「ドイツ映画祭」がメディ

昨年 9 月のドイツデイは東日本の震災の影響で、

アパーク市川・グリーンスタジオで 4 日(土)11 時

ドイツからのお客様は来られませんでした。少し淋

からと 14 時から行われます。

しかったのですが、そんな気分を吹き飛ばすように、
ドイツビールの旗がはためき、早くからそのビール
の販売を待つ人の列が出来ていました。コルトン広
場に特設されたステージでは、2 日間とも盛りだく
さんの催し物が、小中学生から大人まで、つぎつぎ
と行われ、バレエ、アルプスの音楽団や、手児奈太
鼓、フォークダンス、マジックやよさこいソーラン、
銅鑼リズムや吹奏楽など大賑わいで、客席からは大
きな拍手がわきあがっていました。
今年もドイツから直輸入のビールが届きます。去
年味わいそこなった方はぜひ、十分に堪能して下さ
い。美味しいソーセージやワインも、固い歯ごたえ

昨年のドイツデイで披露されたアトラクション

定員２００名で入場無料です。（井上冨美子）
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お知らせ
「第 33 回九都県市合同防災訓練」が市川市で開催されます
「第 33 回九都県市合同防災訓練」が、防災意識の高揚

(2)の避難所訓練に協力、参加します。

と防災行動力の向上等を目的とし、今年 9/1(土)、2（日）

避難所での訓練内容は次の通りです。(悪天候の場合は

市川市において行われる予定です。

中止）

9 都県市とは埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜

(1)避難所訓練場所 ①百合台小学校（曽谷 6 丁目）

市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市のことです。

②行徳小学校（富浜 1 丁目）

主催者は、千葉県、市川市、(財)千葉県消防協会で、参加

(2)訓練日時

規模は約 130 機関、約 5,000 人となっています。

(3)避難所での訓練計画（IIA 防災ボランティアの役割）

全体としての訓練内容は

2012/9/1(土) 17:00～8:00(9/2)

避難拠点設置、避難者受け入れ訓練、各種相談窓口設置、

(1)主会場（江戸川河川敷緑地）における訓練

救援物資受け入れ、ガス、給水、照明、トイレ等の設置訓

(2)避難所訓練

練が行われます。

(3)帰宅困難者対策訓練

当協会からの防災ボランティア参加者は外国人避難者に

(4)多数遺体取り扱い訓練 となっています。

対し必要な情報伝達（通訳）を行い、また避難所において

当国際交流協会としては平成 21 年に市川市との間で締

与えられた役割を分担します。(松吉一興)

結された「災害時における支援に関する協定」に基づき

東日本大震災時の地震と津波による被害

メダン市（インドネシア）学生代表団 8 月に来市
市川市の姉妹都市・メダン市（インドネシア共
和国）から学生代表団が 8/21(火)に来市されるこ
とになりました。一行は引率者 1 名、男子 3 名、
女子 3 名、合わせて 7 名で、8/30 までの市内滞在
日は市内各家庭にホームステイします。
その間、一行はＩＩＡ学生会員との交歓交流、
市内の諸施設見学などのほか、都内見学、ディズ
ニーランド体験、さらに茨城県立青少年会館に 1
泊、日本農業実践学園でパン、ジャム、豆腐作り
を体験する予定です。
また帰国を翌日に控えた 8/29 午後 6 時から京
成八幡駅南側のジェイホテルでＩＩＡ主催による
送別会が行われます。ＩＩＡ会員の皆様！多数ご

参加の上、メダン市の若人との楽しいひと時をお
過ごしください。（安達スミ子）
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一昨年メダン市派遣青少年団が来市時の送別会風景

楽山市青少年代表団 7 月下旬に市川市へ（楽山市委員会）
市川市の友好都市・楽山市の青少年代表団一行１１人

滞在中の主な予定。

（引率者・王毅氏）が 7/25（水）、成田着の全日空機で

7/25 ホストファミリー（佐藤和子さん宅など７家庭）と

来日、同日から市川市内のホストファミリー宅に分宿し、

の対面式

8/1（水）までの 8 日間を市川市長表敬はじめ市内主要施

7/26 市川市長、議会議長表敬訪問。郭沫若記念館、国分

設、県内外各所などを見学、さらにＩＩＡ青年部会員との

高校、アイリンク展望台等見学

意見交換を行い、日中同世代間交流の輪を広げてくれるこ

7/27 ディズニーランド見学

とを期待しています。

7/28 都内 浅草、上野、原宿等見学

市川市と楽山市とは 1981 年に友好都市提携を結んで以

7/29 自由行動

来、１年置きに青少年の相互訪問を行い、両市、さらには

7/30 鴨川シーワールド見学。同地泊

両国の友好親善に大きな役割を果たしています。

7/31 鯛の浦遊覧船体験。ＩＩＡ青年部会員との意見交換
会。フローラ西船で送別会
8/1 夕刻、成田発全日空機で帰国

「サバイバル日本語教室 IN いちかわ 2012」
「サバイバル日本語教室」は日本語を母国語としない小

内容：日本語の勉強・夏休みの宿題の相談(29 日は遠足)

中学生の子供たちが夏休みを利用して一堂に集まり、日本

参加費：一日 300 円 遠足は 400 円（3 日間で 1,000 円）

語を楽しく学びながら、相互理解を深め、スムーズな学校

定員：40 名（小中学生 合わせて）

生活を過ごしていく足掛かりをつくるためのものです。

締め切り：7/20(金)

今回で 6 回目となるこの催しは近年、十数カ国から 40

問い合わせ：各言語担当者

人以上の子供たちの参加と 80 人近い献身的なボランティ

8 月の「サバイバル日本語教室」に先立って 6/30（土）

アの皆さんのご支援でますます盛況になってきております。

「こどもの日本語指導法」と題して研修会が開かれ千葉県

昨年は計画段階で夏季の電力事情を考慮し、夏休みでな

教育委員会の井上恵子先生から外国人児童生徒に対する日

く 10 月に開催しましたが、今年は従来どおり夏休みの終

本語の教え方について講演がありました。

わりに、次の要領で実施いたします。
日時：8/27（月）～29 日（水）午前 10 時～午後 2 時

この研修会を受講したボランティアの皆さんは更に当日
まで数回の準備会に出席し、スキルアップをはかります。

昼食付き
場所：市川市立第七中学校 ランチルーム
（東西線 行徳駅から歩いて 5 分）

なお今回の研修会に不参加でも以前「サバイバル日本語
教室」に関った方々の参加も大歓迎します。
奮ってご応募下さい。（加澤和三）

市川市議会「イッシー市（フランス）とのパートナーシティ締結」を可決
市川市議会は 6/15、「市川市とフランス共和国 イルド・フランス州オー・ド・セーヌ県イッシー・レ・ムリノー市
との間で、ICT 施策、花と緑の街施策、文化・芸術の分野における自治体間交流及び青少年並びに市民交流を推進し、
両市及び両市市民が相互理解を深めるためにパートナーシティ締結を行いたい」趣旨の議案について、賛成多数で可決
しました。
今後、イッシー市側が同様趣旨の議案を市議会に上程、可決されれば、両市はパートナーシティ締結の調印に向け準
備を進める予定とのことです。
イッシー・レ・ムリノー市（Issy-les-Moulineaux 市、アンドレ・サンティニ市長）はパリ市の南西に隣接している人
口 6 万 3 千人、面積 4.25 平方キロの市。同市と市川市は 2009 年 4 月、IT 分野における自治体間交流の合意書を締結。
調印が実現すれば、更に市民交流への広がりが期待されます。
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各委員会終了行事の報告
「ためになる講習会」

(ガーデナ市委員会)

ます。７月のガーデナ市訪問でも、おみやげとして
会員交流の一環として、また都市交流のための知

持参する予定です。

識や技能向上のため、ガーデナ市委員会では下記２

②礼法講習会 6/18 市民談話室にて

回の講習を催しました。

井上馨さんを講師に礼法の基本を学びました。

①折紙講習会 5/30 市民談話室にて

礼法とは何か、ということから始まり、日常生活に

野口敦子講師
の指導のもと、
「キャンデイーボ
ックス」と「コ
マ」（写真左）
を作りました。
いずれも何枚かの
折紙を使い、組み
合わせて作っていくもので、少し手間がかかります
が、完成した満足感が大きい作品でした。海外都市
交流や異文化交流などで外国人の方へのおみやげや、
作り方の手ほどきなどで、有効 活用できると思い

於ける礼儀作法、基本動作として美しい立ち居振る
舞いの第一歩、姿勢、お辞儀の仕方を学び、食事作
法の基本、箸使いの作法、続いて神社参拝の仕方、
手水の作法など実際に動いてみて体得し、今まで何
気なくしていた動作が綺麗に決まるようになりまし
た。後半は折形（おりかた）3 種、美しい和紙を使
用して鶴の箸置きなどを悪戦苦闘して折り上げ終了。
今回は基本編でしたが、次回は人生儀礼、年中行事
の心得などを習得したいと思っています。外国から
のお客様に日本の伝統行事などを説明できたらと願
っての企画です。是非またご参加ください。
（山本怜）

郊外版中国語教室は文化・歴史・食・満喫の中華街（楽山市委員会）
5/29、月 1 回開催の中国語教室郊外版として有志メンバーが横浜中華街を訪問しました。
着いたのがお昼過ぎ、先ずは腹ごしらえと美味しそうな中華レストランでエビ蒸し餃子、焼売、小龍包な
ど飲茶を堪能しました。表・裏通り、あちこち見物しながら、やっとお目当ての「媽祖廟」に到着。本尊は
紅い衣装を着た女神の像で、10 世紀に実在した女性
だそうです。航海の安全を願い、また人々を災害疫病
から守ったと伝えられています。係りの人に中国式お
参りの仕方を教わり、三拝して長いお線香をあげてお
祈りしました。皆それぞれ何を祈ったのでしょう。
続いて「関帝廟」へ。関帝は 2、3 世紀の三国志に
出てくる有名な関羽のことです。蜀の劉備に対する忠
誠心と、魏の曹操に対する篤い義など、信義忠勇の精
神の手本として祀られ崇拝されてきたものです。また
武将として理財にも精通していたため「財神」金儲け
や商売繁盛の神様としても信仰されているそうです。
そのせいか、こちらの方がお参りの人が多く見受けら
れました。
随分と歩き、中国の文化と歴史、それに食に触れた
楽しくて有意義な一日となりました。（逸見総一郎）
関帝廟にて
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バスツアー（IVIS）
恒例のバスツアーが今年は 5/27 に行われ古都鎌倉を訪

的地、長谷寺に向かい観音さまを拝した後、江ノ電で鎌倉

ねました。

駅へ。鶴岡八幡宮に続く若宮大路沿いの「峰本」で美味し

バングラデシュ、アメリカ、ペルー、ドイツ、フィリピ

い会席料理を楽しんだ後、各人自由に、鎌倉彫や扇子など

ン出身の 18 人の外国人を含む一行を乗せたバスは澄み切

を置くいかにも鎌倉らしい古式ゆかしい老舗の並ぶ若宮大

った青空の下、市役所前を 8 時 30 分に出発。交通の渋滞

路や小町通りを散策。洗練された古さと新しさが心地よく

もなく快適に走るバスの中、メンバーによる趣向を凝らし

混在する古都に心を残しつつ、バスに戻り帰途に着きまし

たゲームやクイズの余興で盛り上がり、中でも T さんによ

た。

る観音さまに英語でインタビューする形式で鎌倉の歴史を

こんな素敵

紹介するという、何とも独創的で機知に富んだ発想に拍手

な旅の企画に

喝采。

心血を注いで

やがて右に瀟洒な家並みと、左に相模湾を望む逗子を抜

下さった皆様

け、いざ鎌倉へ。そしてかの美男におわす大仏さまの御許

有り難うござ

に。穏やかなお顔でどっしり鎮座なさっているお姿に心が

いました。

和みます。大仏様、どうぞ転変地異に耐え、その大きなお

（村上幸子）

体とお心で末永く衆生をお護り下さい。 足早に次なる目

鎌倉大仏と私たち

京劇西遊記観劇（楽山市委員会）
6/8 IIA 会員 7 名に事務局太宰さんの 8 名で実施。市川

道化）を出して孫悟空を演じ分ける、雑技の要素を多く取

駅 11 時集合で東京駅へ。タイ料理店で昼食の後、日経ホ

り入れた舞台。およそ 2 時間で終演、次回また楽しい企画

ール着。孫悟空が若い頃、強くなる方法を求めて天上界で

を期待して解散。（大河原常雄）

大暴れする話で、二人の俳優がそれぞれの特徴（立ち回り、

創立 20 周年記念パーティ（バディーズ）
6/1、バディーズは創立 20 周年記念パーティを開催しま

た。舞台での発表は練習時間が少なかったけど、皆頑張っ

した。今までご支援くださった多くの方々に心から感謝申

て素敵なものになりました。（タイ 古田ノンラック）

し上げます。当日は皆で練習した各国の歌や踊りを楽しみ、

バディーズ 20 周年パーティの司会をして、改めて、バ

その後は食事をしながら懐かしい思い出を語り合いました。

ディーズの素晴らしさを感じました。各国の民族衣装を身

メンバーの感想を紹介します。

に付けた方々は生き生きとして、皆さんの顔は輝いてまし

バディ－ズに参加して 11 年になりました。20 年と言う

た。私達外国人に日本でいつも新しい体験と素晴らしい時

のは決して短くないです。外国人メンバーがどんどん変わ

間を作ってくれたバディーズに心から感謝しています。

る中、日本人のメンバーは変わらず、我々外国人の為活動

（中国 李玲名）

し続けてくれました。今回のパーティも国籍問わず、全員
の力で国際的な出し物を出せました。なかなかこのような
団体はないと思います。これからは困っている在日外国人
の力になるようにバディ－ズのメンバーの一人として、頑
張ります。（台湾 中村ショウビ）
私はバディーズに入って約 10 年です。その間、子供の
事などわからない事を教えてもらい、とても感謝していま
す。先日のパーティでは、遠く大阪からも以前のメンバー
の方が来て頂き、バディーズのつながりの深さを感じまし
20 年の歴史を物語るメンバーたち
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春の交流パーティー（外国人委員会）
春のティーパーティーご参加ありがとう！

これからも外国人委員会では、外国人と日本人の垣根を

去る 5/27、若葉の美しい日曜日の午後、八幡市民談話室

感じることのない対等な関係を築きながら、お互いの異文

において、今年度第一回目の親睦会「春の交流パーティ

化を理解し楽しみ、外国人の方に役立つ情報を発信してい

ー」を行いました。自己紹介、スタッフ紹介、委員長交代

きたいと考えています。

のご挨拶の後、会員による中国茶の作法の説明とデモンス

次回の交流会は、紅葉の秋にブラジル式バーベキューを

トレーションから始まりました。皆、珍しい茶器や茶葉、

企画しています!外国人委員会へ皆さんどうぞ、お越しく

本格的なお茶の入れ方に興味津々、中国茶をじっくりと味

ださい！（石原美佐子）

わいました。
その後ブラジルのマテ茶や南アフリカのお茶、台湾のお
菓子をいただきながら、和気あいあい楽しい交流の時間は
アッという間に過ぎていきました。子供達は珍しいフィリ
ピンのゲームで遊びました!
当日は中国、台湾、アメリカ、ネパール、ブラジル、日
本出身の会員、新会員、会員見込みの方が参加、総勢 30
名以上となり会場が狭く大変暑く感じられました。今回は
初めて参加された会員の方が多く、また参加者から企画の
アイデアの提案もあり、スタッフ一同感謝感激！の一日と

各国から大勢の参加者がありました

なりました。

インドネシア大学生訪日団 24 名が市川市へ
茶道体験で感激 ＩＩＡがお茶会でおもてなし
21 世紀東アジア青少年大交流計画は 5 ヶ年計画で実施

雲が広がり、轟く雷鳴と粒状の雹でした。「これはなん

されてきましたが、いよいよ今年は 5 年目の締め括りには

だ？」とみな悪天を仰いで、屋根に叩きつけるぱらぱらと

いりました。今回はインドネシア大学生 24 人を受け入れ

いう音と、美しい日本庭園に「小さな霰がダンスのように

ました。

跳ねまわる」（学生の言葉）様子をじっと見ていました。

五月晴れの好天気に恵まれた 5/10、爽やかな新緑に囲

茶室の後片付けをする私たち協会員の耳に、元気な若者

まれた県立幕張海浜公園内の茶室「松籟亭」に 24 名が通

の大合唱が聞こえてきました。日本式の家屋の中から響い

訳の人たちと初めてのお茶会を体験するために到着しまし

てくるアジアの大学生の溌剌とした歌声は私たちの耳にい

た。元気に日本式の玄関に入った学生たちは履き物を脱ぎ、

つまでも残りました。この時の歌は、5/13 の歓送会で舞

きちんと揃え、白いソックスを履き、簡易のつくばいでひ

台上で車座になって歌ってくれた、インドネシア独特の歌

しゃくの水を両手に流し、身を浄めて、畳の部屋に入り正

であったことが分かりました。来市の感謝をこめて歌や綺

座しました。本格的な茶道作法の模範を実演してして頂い

麗な民族衣装を付けての美しいダンスは市川の人たちの心

た後、いよいよお点前を拝見しながら、季節感溢れる日本

に永遠に残ることでしょう。協会員からは華やかな日本舞

的な菓子を頂き、抹茶が点てられた茶碗を掌にのせ、回し

踊がプレゼントされました。

て、初めてのお茶を味わいました。思ったより苦くないと

最後に学生から両国の文化の交流が出来たことを流暢な

ニッコリ。可愛かった。茶道の道具や掛け軸、茶花の説明

日本語で述べてくれました。別れ際に「緑の芝生の上に小

も熱心に聴き、日本の文化に触れた満足感を顔いっぱいに

さな小人がダンスしているような光景が印象的でした」と

表して、「テレマカシ」を何度も言ってくれました。

言ってくれたことは共感しあった交流の宝物になりました

ホッとして庭を眺めていた彼らを驚かしたのは、急に暗

（佐藤和子、井上冨美子）

市川市市在住外国人登録者数及び上位１０ヶ国の人数
2012/5/31 現在
（ ）内は前年同月数
①中国
5,366 (5,195) ②韓国・朝鮮 1,552(1,794)
③フィリピン 1,366 (1,474)
④インド
540 (865)
⑤タイ
411 (429)
⑥ネパール
314 (182)
⑦ペルー
266 (332)
⑧米国
225 (240)
⑨スリランカ 178 (214)
⑩ベトナム
168 (150)
総計
98 ヶ国
11,946 人（99 ヶ国 13,285 人）
市川市総人口 471,226 人 (471,135 人)
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楽山市友好交流団の皆さんが来市されました
市川市と友好都市提携を結んでいる楽山市（中国四川

会が市川グランドホテルで開催され、大久保博市川市長、

省）から 7/5、友好交流団（団長・童光明・楽山市人民対

笹本瞭市川市国際交流協会長をはじめ、多数の協会員が出

外友好協会副会長）一行 6 人が市川市を訪れました。

席して、友好親善の雰囲気を盛り上げました。（写真）

今年が郭沫若氏生誕 120 周年に当たり、楽山市内にある

一行は 7/7

～13 の間、
都内、京都、
大阪などを
回る予定と
なっています。
（乙幡健次）

氏の生家が綺麗に改修されたのを機に、今回の訪問が実現
しました。
郭沫若氏は 1928 年から 10 年間、家族と共に市川市内に
居を構え、両市が姉妹都市提携のきっかけとなるなど、日
中友好の懸け橋として活躍されました。今回は 7/6、市庁
舎訪問を皮切りに、市内の郭沫若記念館を訪れ、氏の功績
を偲びました。また同夕、IIA 主催、友好交流団歓迎夕食

男性シェフによる世界の料理対決（異文化交流委員会）
6/24 市川公民館に世界のトップ男性シェフ 3 人が会し、

てもう満腹。でも美味しさには勝てず、また一回り食べ歩

その腕を競いました。

き。もう 3 日分は食べました。レシピももらい、この 3 人

ボンジュール、アユボワン、そしてこんにちはで始まり、

の男性シェフたちに刺激を受けた男性陣は帰宅後、彼らに

フランスからサミュエル、スリランカからメルビン、日本

負けないくらい、

からキヌガワの各名人（本当は素人ですよ）が登場。

奥様、お子様たち

そば粉を使ったあっさり、健康、そして美味なフランス、

に、目覚めた手腕

ブルターニュ地方の料理「ガレット」。スリランカの各家

で美味しい手作り

庭に伝わる 10 種類以上の秘伝スパイスを効かせたプーン

料理を振舞ったに

と馴染みのあの香り、本場スリランカの「チキンカレー」。

違いありません。

最後に日本を代表する定番メニュー「天ぷら」。

（篠原剛）

外国の友人たち 20 人も含め、総勢 50 人を越す食道楽は、

パパシェフの手さばきをご覧あれ

いい匂いに釣られてあちこち歩き回り、3 種を食べまくっ

７～９月のイベント情報
◆「第 3 回交流会：世界の音楽（仮題）」
◆「第 2 回交流会：もっと知りたいスリランカ」

（異文化交流委員会）

（異文化交流委員会）

日時： 9/9（日）午後(詳細は後日)

日時： 7/14（土）10:00～12:00

場所： 市川市文化会館 ローズルーム

場所：

問合わせ：村井（Tel/Fax：047-379-3737）

八幡市民談話室 5F 集会室

◆「中国語講座」（楽山市委員会）

参加費： 無料
問合わせ：村井（Tel/Fax：047-379-3737）

日時： 9/18（火）14:00～16:00

◆「中国語通訳・翻訳勉強会」（通訳・翻訳委員会）

場所： 八幡市民談話室 4F 集会室 3

◆「ヨガ」（バディーズ）

日時： 7/16（月）13:30～15:30
場所：

八幡市民談話室

日時： 9/21（金）10:00～12:00

問合わせ：栗田（Tel：047-323-3041(夜)

場所： 駅南公民館 4F 第 3 研修室

◆「台湾の屋台料理」（バディーズ）

参加費： 無料

日時： 9/7（水）10:00～13:00

持ち物： バスタオル、飲み物

場所： 駅南公民館 3F 調理室

申込み：山本（Tel：047-332-6570）

参加費： 600 円
申込み：山本（Tel：047-332-6570）

７

澁谷和子さん叙勲（IIA会員）
早稲田大学卒業後、法務省に入省、愛光女子学園、関東医療少年院、栃木刑務所等の教官を経て、各地の女子少年院院
長の後、市原学園長（日本初の男子少年院の女性院長）を最後に退職。永年矯正教育に携わった功績により、今春瑞宝小
綬章を受章されました。20 年前市川市に定住してからは、ご家庭にあっては良き妻、良き母として尽くされ、家庭裁判
所調停委員、少年センター運営委員、小学校の評議員、矯正協会付属研究所客員研究員などを経て、現在は日頃太極拳を
指導されて、ご自身も楽しんでおられます。

新入会員の紹介（4 月～6 月）
氏名（国籍）①性別 ②使用可能言語 ③希望する委員会 ④趣味・特技 （学）は青年部学生会会員
委員会の略号
ガ＝ガーデナ、楽＝楽山、メ＝メダン、ロ＝ローゼンハイム、ホ＝ホームステイ、日＝日本語教室、通＝通訳翻訳、異＝異文
化交流、外＝外国人
★加藤龍二（日本）①男②英語、スペイン語、タイ語③

★塩塚直邦（日本）①男④国際青少年研修協会並びに探

通、異、外④タイ駐在 11 年間。メキシコ駐在 1 年間。

検村、JICA 青年招聘事業・東京プログラム。内閣府

趣味、ゴルフ、ウオーキング、スポーツジム通い、読

青年国際交流事業、世界青年の船。趣味は合唱、鉄道

書、語学。

模型、登山。

★田代武（日本）①男③異、外④サバイバル日本語教室、

★西原良子（日本）①女②英語③カナダに 6 年間在住、

インターナショナルデー手伝い経験あり。

私的な日本語・英語交歓グループに参加。Toeic890 点。

★村田多恵（日本）①女②英語、仏語③通④アメリカ駐

国際交流イベント等に役立てれば。

在時に長女のアメリカ現地の小学校で日本文化紹介、

★黄玲（中国）①女③楽、通④中国で看護師の仕事をし

折り紙等のボランティア活動をしていた。趣味、旅

ていたので、医療通訳に関心あり。日本語能力 N1 級。

行、読書。特技、語学。

ビックダンスに興味がある。

★平林到（日本）①男③異④友人に中国人の方が市内に

★ユウ サンウォン（米国）①男③通、異、外④英検準

できたので、外国の方と交流す機会があったら、少し

2 級。趣味は読書、パソコン、旅行。若輩者ですがよ

でもお役にたちたいです。

ろしくお願い致します。

★川畑成子(日本)①女③メ

★レンダワティ スサント①女③メ、ホ、日、異、外④

★斉藤千恵子（日本）①女③メ④私の３男が高校３年の

趣味は歌、料理、ダンス、ウォーキング、サイクリン

時、メダン市交歓留学生として派遣されたご恩返しと

グ、旅行など。

して、雑用のお手伝いでもさせていただきたい。

★藤原祥隆(日本)①男③日、通、異④通訳案内士、英国

★佐伯芙由（日本）①女

大学院終了、英国赴任経験もあり。趣味はスポーツ全

★ヴィダナ・ガマゲ・ルワン・ランデマ（スリランカ）

般。外国人支援関連、英語による日本語教師など在住

①男③異

や来日外国人との交流機会で役に立ちたい。

★桑原端夫（日本）①男③ホ

★坪井敦子(日本)①女③通、異④千葉市国際交流で通訳、

★鳥居昌子（日本）①女③ロ

いけばな、書道、絵画などの紹介。趣味はいけばな、

★永長剛（日本）①男③ホ

書道。

★宮澤知花（日本）①女③（学）④イラスト、ドイツ語

★高鍋陽子(日本)①女③異

学習、英会話、ダンス（ジャズ、バレエ、チアダンス、

★児玉由美子（日本）①女③ホ、異

モダン、タップ）自分ができることは何でもやらせて
いただきます。
★高橋翔（日本）①男③（学）
★サイドー アイ・ハイダー・ゼイディ（パキスタン）
④何でも OK
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