
 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  

 

                            

 

                                                

 

 

 

市川市は、フランス共和国イッシー・レ・ムリノー市との間でパートナーシティーを締結します。現地での調印式に向けて、

大久保市長を団長とする市公式団がイッシー市を訪問します。これに伴い、同行する市民親善訪問団参加者を募集しています。 

 

これまでの経緯 

イッシー市は電子自治体の施策に力を入れており、2009

年に同市長が市川市を訪問、視察したのがきっかけとなり、

その後パートナーシティー関係を結ぶ機運が高まった。市

川市議会は今年６月「イッシー市との都市締結に関する提

案」を可決。これを受けてイッシー市でも締結案が承認さ

れ、調印の運びとなった。 

パートナーシティーとは 

市川市と友好関係にある海外都市との間で結ばれる提携

の種類には、あらゆる分野の交流を前提とする姉妹都市

（これまでに締結されている都市・以下同じ＝米国・ガー

デナ市、インドネシア・メダン市）、友好都市（中国・楽

山市）がある。これに対し「パートナーシティー」（ドイ

ツ・ローゼンハイム市）は、特定分野の交流を行う都市締

結。今回のイッシー市とは、情報通信技術（ＩＴＣ）、花

と緑の街施策、文化芸術分野で、青少年をはじめとする市

民を中心に交流する、としている。 

イッシー市の概要 

フランス・イルドフランス州オード・セーヌ県に位置す

る。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㎞。 

「イッシー市への市川市民親善訪問団の旅  

６日間」の内容 

（申し込み締め切りが 9/21。要注意）10/21 成田空港出発、

パリ着。10/22イッシー市で公式行事に参加予定。10/23パ

リ市内観光後、ユーロスターでロンドンへ。10/24ロンド

ン郊外観光。10/25同市内観光後、空路帰国の途へ。旅行

代金￥398.000、（20人以上参加の場合）詳細はＪＴＢ 

(047-495-8181)またはＩＩＡ（047-332-0100）へ。 

（国際交流課） 
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市川市在住外国人登録者数および上位10ヶ国の人数 H24年6月29日現在 （   ）内は前年同月数 

①中国 5,317(5,681) ②韓国・朝鮮 1,556(1,651) ③フィリピン 1,361(1,381) ④インド 527(677) 

⑤タイ 412(410) ⑥ネパール 327（240) ⑦ペルー 264(296) ⑧米国 224(211) 

⑨ベトナム 179(158) ⑩スリランカ 175（198)         

総計 98ヶ国 11,887人 （98ヶ国 12,557人）  市川市総人口 470,968人 （473,620人 7/31現在） 

 

  

http://www.iia21.jp/


 

 

 

 

 

 

 

「いちかわドイツデイ」（いちかわドイツデイ実行委員会主催、市川市共催、市川市国際交流協会など３団体協力）

は８月４，５の２日間、市内のニッケコルトン広場で開催されました。 ２日間に訪れた市民は約1万3千人、本場の

ビールと食品売り場には行列が絶えず、合計３千２百本の瓶ビールが完売となりました。 

 今年は市川市のパートナーシティーである、ドイツのローゼンハイム

市から、バウワー市長他公式訪問団１２人に加え、現地の楽団「ブラス

カヘレ・アム・ヴァッスン・ローゼンハイム」の団員１２人もバイエル

ンの衣装で参加してくれましたので、いっそう雰囲気が盛り上がりまし

た。広場に設営された立派なステージでドイツ音楽の生演奏を楽しめま

した。石段の観客席はいっぱいの市民で埋まり、軽快なドイツ音楽を楽

しみ、拍手をして大喜びの気持ちを表していました。市川市の演奏家た

ちも、和太鼓、オーケストラ、アルプス音楽団が次々とステージに上が

り暑さを吹き飛ばすような演奏が行われました。入れ替わりにマジック

ショーが観客の目を引き付け、次には「よさこいソーラン」の元気な踊

り手が愉快な司会で紹介され、歩いてテントを回っていた市民の足を呼

び寄せると言う賑やかで楽しいイベント会場でした。 

テントを連ねた会場でドイツ特産のビールやソフトドリンクの販売は

市川市国際交流協会の会員や青年部会やボランティアの学生さんの応援

もあって、２日間で３千２百本完売しました。出遅れたお父さんの中に

は「せっかく来たのになあ」と残念がった人もいたようでした。 

食べ物のコーナーに出来た長い列の方々は、暑い日光と美味しかった

ドイツのソーセージの味が強く残ったことでしょう。 

 

夏休み中の土、日ということや、コルトンという集合商業区域での開

催だったことも幸いしてか、予想を上回る来場者で賑わいました。 

実行委員のみなさま、コルトンの関係者のみなさまご苦労様でした。 

                 （井上冨美子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ブラスバンド演奏に加え民族ダンスも披露。 

ローゼンハイム市公式代表団歓迎夕食会 華やかに開催 

 ドイツデイ前日の８/３夕刻、バウアー・ローゼンハイム市長を始めとする代表団一行

の歓迎夕食会が、市側来賓など多数が出席して市川グランドホデルで開催されました。 

 大久保市川市長が独語を交えて歓迎の挨拶を述べました。それに応えてバウアー市長

は温かい歓迎に謝意を表され、現地から持参された民族衣装19点を、市川市国際交流協

会にプレゼントされました。その間、入場からお開きまで、同行したブラスバンドの皆

さんが地元の音楽を演奏し、会を盛り上げました。（ＰＲ委員会委員長 乙幡健次） 

 

  

 

千葉前市川市長の発声で乾杯。 

右端はバウアー市長 

 

２ 

 
 



 

 

 

 

             

 

「９月１日 １２:００分ごろ、東京湾北部を震源域とするマグニチュード７．３の地震が発生し、市川市では、震度６強

を記録した。市内全域で、建物の倒壊や道路が損壊したほか、多重事故、火災が発生し、死傷者が多数でている。また、主要

交通機関や電気、ガス、水道、通信などのライフライン機能が一部麻痺しており、復旧のめども立っていない。」 

このような状況設定の下、第３３回九都県市合同防災訓練が９月１日～２日、市川市において行われました。参加機関は約

１３０、参加者は約５，０００名と大規模なものとなりました。IIAでは避難所訓練を中心に参加しました。以下に概要をお

知らせします。 

 

（１）避難所訓練状況 

（会場：行徳小学校及び百合台小学校） 

●被災者は着のみ着のままで避難して来た 

（合計各校１００名）想定 

●医薬品、備蓄物の供給 

●各種協定に基づく電気、ガス、水道、 

通信等のライフラインの復旧、供給 

●情報収集、伝達 

 

 

 

IIAはこの両避難所の訓練に参加（合計 防災ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ15名、外国人10名）、避難所の各種運営に協力するとともに、この機

会を利用し、行徳小では、避難所における防災ボランティアの主たる役割となる各種情報を英語、中国語に訳し、参加外国人

避難者に伝える訓練を実施。 

百合台小では日頃の防災、減災のための準備、災害発生時の心得えなどについて啓発活動を実施した。 

避難所が開設されれば必然的に外国人も避難してくることになる。そのことを周囲の人達に知ってもらう得がたい機会とな

った。また、代表的言語だけでは不十分な場合も大いに考えられる。そのためにはやさしい日本語を使う気遣いが欠かせない。

宗教上の理由で食べ物が合わない、入浴する際の慣習の違い、お祈りの場所の確保等配慮すべき点は多々感じられた。 

 

 

（２）主会場（市川市江戸川河川敷） 

おもな訓練内容 

●消防局、消防団指導による初期消火訓練 

●日本防災士会等の指導による瓦礫からの救出訓練 

●県警ヘリ、自衛隊ヘリによる情報収集、伝達訓練 

●市川市消防局による高層建物や倒壊家屋からの 

被災者の救出 

●自衛隊による江戸川への橋の設置と人や物資の輸送 

●その他     

 

     

 

 

 

 

３ 

事故車両の中に閉じ込められた負傷者の救助訓練。 

車体を解体し、ケガ人を素早く救出。 

体育館に避難した訓練参加者は、本番同様の扱い

で一夜を明かした。 

 

（ＩＩＡ防災ボランティアネットワーク担当 松吉 一興） 

（ 松吉 一興 

 



 

 

 

 

                                                                         

 

  

 大久保市長、加藤市議会議長を始めとする市川市公式訪問団と成田ＩＩＡ副会長ら13人の市民団が7/9から3日間、

姉妹都市締結50周年を記念してガーデナ市を訪問しました。 

 

ガーデナ市役所では、50年の交流を記念する両市文

書の交換後、前庭で大久保市長らによって桜の記念植

樹（下の写真右）が行われました。翌日ナカオカセン

ターでの歓迎会では、大久保市長と成田副会長に、50

年にわたり日米友好に尽くしたとして、カリフォルニ

ア州から表彰状が贈られました。ガーデナ姉妹都市協

会、ロージー・ナバーロ会長は挨拶の中で「50年前の

会員は92歳の4人だけになってしまった。この歴史の

重みを引き継いで、さらなる50年に向かって両国の絆

を深めたい」と述べました。 

 次いでＩＩＡからガーデナ市へ記念品などが贈られ

たあと南行徳花組 7 人による、よさこいソーラン踊り、

（下の写真左）中野裕子さんの日舞、浦川絢子さんの

折り紙づくりの解説が行われ盛んな拍手を受けました。 

ガーデナ市の皆さんからは、訪問者全員に心のこもっ

たお土産を戴くなど、夜遅くまで交流の輪が広がりま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

した。終わりに今回の訪問で最も心に残ったロナル 

ド・Ｋ・イケジリ・ガーデナ市議（日系3世）の言葉

を紹介します。「日本の災害には心を痛めました。 

しかしＴＶで流された災害地での給水映像を見て感動

し、思わず立ち上がってしまった。 

整然と列を作って順番を待つ人たち。アメリカなら

我先に給水車に殺到していたでしょう。さらに、給水

の途中で水が無くなったとき、もらった水を分け与え

ている映像でした。これを見て私は日本人の血を引い

ていることに誇りを持ちました。日本人なら必ず災害

から立ち直り、立派に復興することを信じています」      

（ガーデナ市委員会委員長、春名英徳）

  

 

市川市・ガーデナ市姉妹都市締結５０周年記念事業の一環（相互訪問）として市川市が主催し、「ガーデナ市」からの

代表団を１１月初旬に受け入れることが決まりました。 

 詳細日程、団の構成などは両市間で調整中ですが、代表団は１１/３の市民まつりには参加したい意向。滞在中に市主

催・夕食会、交流に関する写真展、５０周年記念植樹、ＩＩＡ主催・送別会などが予定されています。 
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☆「ヨガ」（バディーズ） 

日時：          9月21日（金） 10:00~12:00 

場所：         駅南公民館 4階第3研修室 

参加費：    無料 

持ち物：    バスタオル・飲み物 

申込み：    山本（Tel: 047-332-6570） 

☆「やさしいドイツ語講座」（ローゼンハイム） 

日時：      9月21日（金） 13：00~14：30 

        10月19日（金） 16：00~17：30 

場所：     市民談話室４F 集会室 

講師：     杉原洋子先生（IVIS） 

会費：     500円（資料ほか） 1回 

申込み：    井上（Fax：047-322-4686）  

         当日の参加も歓迎です 

記念植樹の後、市役所隣の公園で 

 

 



 

 

 

 

 

 第四回日本語ボランティア養成講座を9/1より30人の受講者の参加を得て

開講いたしました。約4年ぶりの当講座は市役所国際交流課のご協力により実

施されるため、受講者の皆様には国際交流協会に入会することが必要となりま

す。 ボランティアの数が個人的理由等により年々減少し、その補充のための

養成講座開催が望まれていましたが、昨今の予算不足と長期にわたる教室確保

の困難さから、実現が延び延びとなっていました。 

 今回は7/7付け市広報「いちかわ」とIIAホームページに募集記事を掲載し

たところ35人の応募があり、(先回57人)数件の申請遅れの方々を除き、選考

なしで受講者を決定したため、受講後のボランティア活動への参加意欲を高め

ていただく必要があります。 なにしろ全15回（毎週土曜日）という長丁場

ですが、受講者の皆様には出来るだけ欠席せず、全員が終了証を取得されるこ

とを期待しています。（日本語教室委員会委員長 鈴木昭治） 

 

 

 

 

ＩＩＡサバイバル日本語教室実行委員会主催、市川市・同教育委員会・千葉県 

教育委員会・ちば国際コンベンションビューロ後援「サバイバル日本語教室 

INいちかわ2012」が8/27～8/29の3日間、市立第七中学（３日目は皇居北の丸・科学技術館見学）で開催。 

昨年度は電力事情を考慮して１０月に実施されましたが、今年は夏休みの終わりに「日本語に親しむ」本来の時期に戻

し、その趣旨を果たせました。活動の中に「工作タイム」や「母国のお国自慢」もあり、日ごとに笑顔が多く見られまし

た。 ボランティアの方々は新規の参加者が多く見られましたが、事前準備を重ねた結果スムーズに活動できました。 

参加人数 

生徒４６人 保護者８人。ボランティア６２人 

出身国  

中国、フィリピン、ペルー、チリ、 インド 

ベトナム、マレーシア、タイ、韓国 

主な活動内容  

●全体活動 アイスブレーキング。あいさつジャンケン。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●グループ活動 

①学校生活の語彙 

（プール、給食、掃除、助詞、形容詞など） 

②社会・理科（朝顔の観察、市川を知ろう、日本地図など） 

③コミュニケーション 

（市川探検スタンプラリー、伝言ゲーム、ジェスチャーなど） 

④その他（紙芝居・寸劇、買い物スゴロク、ミニブリッジなど） 

（サバイバル日本語教室実行委員会 近藤 明子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業風景 

7月14日、市民談話室にスリランカ出身のメルビンさんとランディマさんを迎え、スリランカについて勉強しました。お二

人の講演要旨は次の通りです。 

1812年イギリスの植民地になりましたが、1948年に独立。当時セイロンと呼ばれ、1972年にスリランカとなりました、イン

ド洋に浮かぶ赤道直下の「インド洋の真珠」と呼ばれる綺麗な島国。国の大きさは北海道位で、人口は2千万人。人種はシン

ハラ人70％、タミール人18％、イスラム人8％。仏教徒が70％の敬虔な仏教国。僧は人に尽くすことで、徳を積みます。葬式

などに来ても、それは本人の修行のひとつなので、お布施は受け取りません。 

学制は5,6,2年制で大学進学率は2％。優秀な学生は医者かエンジニアになります。特産物は紅茶。他に象牙、宝石、シナモ

ンなどがあります。実は元々はコーヒーが主産物でしたが、ある時、樹の大半が病気にかかり、紅茶の木に植え替えられ紅茶

の国となりました。日本との関わりは、終戦後サンフランシスコ講和条約で、当時の外相，後のスリランカ初代大統領・ジャ

ヤワルダナ氏が「戦争の憎悪は慈愛によって止む」と演説し、対日賠償を放棄し、参加国の多くが感銘しました。その功績

か、鎌倉にこの大統領の銅像があります。市川市でスリランカ出身の外国人数は国籍別で10位、国の人口の割にはとても多い

です。スリランカについて多くのことを知った１日でした。（篠原剛） 

 

 

５ 

第2回トークセッション：もっと知りたい「スリランカ」（異文化交流委員会） 

 

 

 

スゴロクゲームを楽しむ子供 



 

 

 

 

異常な暑さが続いた今夏、市川市の友好都市・楽山市（中国）と姉妹都市・メダン市（インドネシア）両市から学生、

青少年代表団一行が相次いで市を訪れました。市・国際交流課、ＩＩＡとの各担当委員会、そして来訪者たちを家庭で温

かく迎え入れたホストファミリーの皆さんからは親身のお世話を戴きました。さらに加えて青年部会学生会のメンバーた

ちが企画・実施両面で大いに活躍し、若人同士の有意義な交流が生まれました。 

☆楽山市の青年代表団は精力的な見学 

楽山市からの青年代表団１１人は７/２５来市。帰国ま

での８日間に市長・市議会議長表敬訪問から始まり、市

内・東京都内・千葉県内の観光地などを精力的に回りまし

た。ＩＩＡ学生会メンバーと意見交換でお互いの考えを述

べ合うなど実り多い日程を終え、フローラ西船での送別会

後、８/１帰国しました。 

 

 

☆ 歓            

                          

 メダン市学生代表団８人（男子３、女子４、通訳１）は

８/２０から８/３０まで滞在。各地を訪れた中でも、県立

市川昴高校での意見交換会と、日本農業実践学園でパン、

ジャム作りを体験したことなどが印象的だったようでした。  

２９日にジェイホテルで催された歓送会では、代表の女子

学生が日本語で立派に話され、皆を驚かせました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生会は、IIAの青年部会に属していて、市川市青少年

海外派遣プログラムのOBやOGを中心に活動するグループ

で、市の姉妹・友好都市との青少年交流のサポートをして

います。同じ青年部会に属する青年会は、社会人となった

主に元学生会メンバーで構成されています。 

学生会の一員としてI.I.A.の活動に参加して経験するこ

と、例えば来日生の受け入れや市民まつりで、大人の方々

と関わり合うことは、高校の部活や大学の同好会などでは

経験出来ない、学生にとっては「貴重な社会勉強の場」で

す。また、学生会に所属する学生たちは、所属する学校、

学年が異なり、それぞれの考え、発想が違うので、学生同

士の色々な関わり合いを経験できることも魅力の一つです。 

今年の夏、青少年代表団受け入れは、四川省楽山市から

中高生9名と引率者2名で八日間、インドネシア・メダン

市から高校生7名と引率者1名で十一日間あり、途中、い

ちかわドイツデイのお手伝いもあり、学生会としては夏休

み返上状態の「世界で一番暑い夏」でした。楽山市代表団 

受入れでは、私たち学生会が主体となって、日程の企画に 

 

 

 

当初から関わり、実際の運営に多勢で参加しました。メダ

ン市代表団受け入れは、楽山市受入れの時の反省を活かし

て、よりよい運営になるよう、フェイスブックを利用して

みんなで知恵を絞りました。 

今後の活動は、市川市民祭りへの参加とガーデナ市50

周年記念行事の企画があります。 

私自身、学生会代表となって初めての姉妹都市受入れで

したので、最初は、何をどうすればいいのかわからず、プ

レッシャーがありましたが、成田副会長はじめ協会のみな

さま、先輩方、役所のみなさまのあたたかいご指導で、少

しずつ運営の仕方を覚えることができました。 

学生会のメンバーも、今回の受け入れに関わることで、

ひとりひとりが大きく成長できたなあという実感があり、

協会のみなさまに心より感謝申しあげたいと思います。 

ただ、学生会の活動の維持には、継続的な海外派遣によ

る新メンバーの補充が欠かせないものですから、来年度以

降の海外派遣を続けていただけるようお願い申しあげます。    

（学生会代表 吉原 裕貴） 

 

夏の期間中、都市交流サポートからドイツデイ協力・・ 

 

 

楽山市青少年団は市内・国分高校を訪問、

高校生と意見交換 

 

メダン市学生代表団歓送会でのワンショット 

 

楽山市青少年団と学生会メンバーが 

一緒に記念撮影 

６ 

☆メダン市学生代表団、パン作り体験 



 

 


